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令和4年度一斉入所申込受付期間

令和３年１１月４日（木）～令和３年１２月１７日（金）
（土日・祝日を除く）

発行　春日市こども未来課 令和３年1 1月４日

令和３年９月１日現在予定されている令和４年度の内容で記載していますので、
その後の制度改正等で内容が変更になることがあります。

※例年の状況から、来庁される日時により窓口が混雑し、長時間お待ちいただくことが予想されます。
　新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、別室でお待ちいただくなどの対応をいたします。

令和４年度

なお、上記期間中の受付日は、全て期間の最終日である12月17日（金）扱いとなります。
期間終了後は随時の受け付けとなり、入所希望日ごとの締切日はP７の表を参照してください。
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教育・保育給付認定を受ける必要があります。

（※）

（※）

（※）

※このガイドでは、便宜上、教育・保育給付認定のうち、1号認定を「教育標準時間認定」、2号及び3号認定を「保育認定」と記載しているところがあります。

教育・保育給付認定区分 教育・保育給付認定期間保育できない事由

教育・保育給付認定

※事由によって認定期間が異なります。事由がなくなったときは、退所となります。
※保護者が子どもを保育できる場合は、保育認定（２号・３号）は受けられません。

ども

（市長が認める場合）

※保育の必要性がなくなった場合は、その時点
　まで（疾病の場合は治癒見込期間、障がいの
　場合は各種手帳の有効期限（ある場合）まで）。

（小学校就学前）

（小学校就学前）

（小学校就学前）

（小学校就学前）
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市内認可保育所について 
１ 認可保育所とは 
 保護者が仕事や病気などのために家庭で保育ができない場合に、保護者に代わって子どもを保育する施
設です。保育所等を利用する場合でも、子どもを保育する基本的な生活の場は家庭であり、養育の主は保
護者です。 

２ 認可保育所を利用できる条件など 
（１）春日市民を優先 
  既に春日市民であること、または確実に春日市に転入することを前提とした申し込みであること（複
数の市町村に申し込みをしていない）。
※転入予定で申し込むこともできます。詳しくはP８の「転入予定者の申し込みについて」をご覧くだ
さい。 

（２）子どもの条件・入所可能な年齢（月齢） 
  入所希望日初日に生後５１日（岡本保育所のみ生後３か月）から、小学校就学前までの子どもが利用
できます。また、保育認定を受ける必要があります。 

通常保育時間 
 認定区分（保育標準時間・保育短時間）により、通常保育の時間帯が決められます。 
 通常保育の時間については、春日市内の認可保育所は、すべて同じです。 
 なお、土曜日の午後１時３０分以降の利用は、給食食材の発注等の関係で、事前の届け出をお願いして
います。 

・保育標準時間 午前７時～午後６時 
・保育短時間  午前９時～午後５時 

※勤務状況によっては、勤務時間が短くても、保育標準時間の認定を行う場合があります。 

延長保育 
 保護者の勤務等の都合により、前記の通常保育時間の終了までに子どもを迎えに来ることができない場
合に、１時間または２時間（保育所により異なります。P９参照）の延長保育が実施されます。希望者は、
保育所に申し込み、承認を得てください。延長保育は、入所中の認可保育所のみ利用可能です。 

【延長保育の料金（児童１人当たり）】 
１時間延長 ２時間延長 

月ぎめ 3,700 円／月 7,400 円／月 
単 発 700 円／回 1,400 円／回 

※保育料の階層により、利用料金の減額があります。 
※保育短時間認定の場合の午前７時～午前９時および午後５時～午後６時の延長保育は、原則として勤
務の都合による場合のみ利用を認めています。この場合の延長保育の利用料金の金額は、月ぎめのと
きに限り、３歳児以上は無料、３歳児未満は保育短時間の場合の保育料の月額と保育標準時間の場合
の保育料の月額との差額とします。 



−3−

保育料の決定

　●世帯全員の市民税額により決定します。
　●税の未申告者等で課税資料の確認ができない場合は最高額で算定します。
　●保護者の所得額によっては、保護者以外で家計の中心となる人の市民税額を合算する
　　場合があります。

　　　■４月～８月の利用者負担額
　　　　令和３年度市民税額（令和２年１月～12月の収入から算定）によって計算します。
　　　■９月～翌年８月の利用者負担額
　　　　令和４年度市民税額（令和３年１月～12月の収入から算定）によって計算します。

＜参考＞
令和３年度春日市利用者負担額（保育料）表

（保育認定を受けた子ども用）
階　層　区　分 利用者負担額（月額）円

令和３年４月～令和３年８月分⇒令和２年度市民税
令和３年９月分～令和４年３月分⇒令和３年度市民税で
算定します。

３歳未満児
３歳児
（年少）

４歳以上児
（年中・年長）保育標準時間 保育短時間

第１階層 生活保護法による被保護世帯等　※１

0

0

（第４－１階層及び市民税所得割
額が57,700円未満の世帯につい
ては、【副食費】が免除となり
ます）

第２－１階層 市民税非課税世帯
（母子・父子・在宅障害児（者）世帯等）

第２階層 市民税非課税世帯

第３－１階層
均等割のみ課税及び市民税所得割課税額が
48‚600円未満の世帯（非課税を除く）

（母子・父子・在宅障害児（者）世帯等）

9,000 9,000
【 0 】【 0 】
〔 0 〕〔 0 〕

第３階層 均等割のみ課税及び市民税所得割課税額が
48‚600円未満の世帯（非課税を除く）

19,500 19,300
【 9,750 】【 9,650 】
〔 0 〕〔 0 〕

第４－１階層
市民税所得割課税額が

48‚600円以上77‚101円未満の世帯
（母子・父子世帯・在宅障害児（者）世帯等）

9,000 9,000
【 0 】【 0 】
〔 0 〕〔 0 〕

第４階層
市民税所得割課税額が

48‚600円以上97‚000円未満の世帯
（４－１階層を除く）

30,000 29,600
【 15,000 】【 14,800 】
〔 0 〕〔 0 〕

0

（第４－１階層を除く市民税所得
割額が57,700円以上の世帯につ
いては、【副食費】が徴収され
ます）

第５階層 市民税所得割課税額が
97‚000円以上169‚000円未満の世帯

44,500 43,900
【 22,250 】【 21,950 】
〔 0 〕〔 0 〕

第６階層 市民税所得割課税額が
169‚000円以上301‚000円未満の世帯

61,000 60,100
【 30,500 】【 30,050 】
〔 0 〕〔 0 〕

第７階層 市民税所得割課税額が
301‚000円以上397‚000円未満の世帯

80,000 78,800
【 40,000 】【 39,400 】
〔 0 〕〔 0 〕

第８階層 市民税所得割課税額が
397‚000円以上の世帯

93,690 91,010
【 46,840 】【 45,500 】
〔 0 〕〔 0 〕

副食費（右ページ（P4）下部参照）　月額4,500円　※３歳児（年少）以上
（中途入園の場合のみ、入園月の副食費は月額2,200円）
なお、以下に該当する場合は、副食費の支払が免除されます。
　・右ページ上部（P4）「注１」①の世帯
　・右ページ上部（P4）「注１」②の世帯のうち、小学校就学前のきょうだい（保育所や幼稚園等を利用する者に限
　　る。）の最年長の者から順に数え、保育所を利用する子どもが３人目以降のとき

９月から保育料が変わる

場合もあります。

保育料（利用者負担額）
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春日市利用者負担額（保育料）表について

保育料を滞納した場合について

保育料を計算する上での多子軽減の対象範囲について
ひとり親・在宅障がい児（者）世帯ですか？

市民税の所得割額が
７７，１０１円未満ですか？

市民税の所得割額が
５７，７００円未満ですか？

「注１」①を
ご覧ください

「注１」②を
ご覧ください

「注１」①を
ご覧ください

「注１」②を
ご覧ください

はい いいえ はい いいえ

はい いいえ

３歳児（年少）以上の副食費について
　副食費は給食費に係る実費の一部で、保育所で提供するおかず、おやつ、牛乳やお茶等が副食に当たります。
３歳児（年少）以上の児童は、保育料が無償となりますが、副食費については、通園する保育所で徴収します。
支払方法等については、各園にお尋ねください。
　なお、主食に関しては各園で異なりますので、認可保育所紹介（P17～P40）を参照してください。
　また、園ごとにその他諸経費（実費）が必要になります（P17～P40）。

※１　「生活保護法による被保護世帯等」には、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援
　　　に関する法律による支援給付受給世帯及び教育・保育給付認定保護者が児童福祉法第６条の４に規定する里
　　　親である世帯を含みます。
注１　P3表の【中段】または〔下段〕の数字は、多子世帯の子どもに適用される金額です。
　　①市民税所得割額が57‚700円未満（母子・父子・在宅障がい児（者）世帯等にあっては77‚101円未満）の世帯
　　　保育所を利用する子どもと同一の世帯において、その子どものきょうだい、扶養義務者またはその配偶者の
　　　直系卑属（子や孫など直系の親族）の最年長の者から順に数え、保育所を利用する子どもが２人目のときは
　　　中段の額、３人目以降のときは下段の額となります。
　　　※子どものきょうだい、扶養義務者またはその配偶者の直系卑属の年齢に制限はありませんが、生活の状況
　　　　によっては算定の対象外となります。
　　②市民税所得割額が57‚700円以上（母子・父子・在宅障がい児（者）世帯等にあっては77‚101円以上）の世帯
　　　保育所を利用する子どもと同一の世帯において、その子どもの小学校就学前のきょうだい（保育所や幼稚園
　　　等を利用する者に限る。）の最年長の者から順に数え、保育所を利用する子どもが２人目のときは中段の額、
　　　３人目以降のときは下段の額となります。
　　　※認定こども園、企業主導型保育施設、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、児童
　　　　発達支援または医療型児童発達支援を利用している場合も算定対象人数に含めます。
注２　階層区分認定の基礎となる課税額は、住宅借入金等特別控除・配当控除・寄附金控除等の適用はありません。
注３　令和４年４月１日現在の年齢が１年間適用されます。

　定められた納期限までに保育料を納めないと、「滞納」となります。保育料を滞納した場合、「春日市保育料額
及び保育所における保育の利用等に係る保育料の徴収手続等を定める規則」第7条第2項及び第3項に基づく地方税
法第331条の規定の例により、滞納処分（財産調査、差押さえ等）を行うことがあります。
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現在入所中の人（手続きの流れ） 

継続利用の場合（入所中の方の更新手続き） 

申込書類提出

現在入所中の人が、継続して保育所を利用するためには、入所の更新手続き
が必要です。 
必ず P11～P１２を確認した上で必要書類を提出してください。 

●提出期間　令和３年１１月４日（木）～令和３年１２月１７日（金）厳守
●提出場所 現在通っている保育所

※書類不備の場合は、申し込みを受理せず返却します。 

結果通知
書類について審査・確認し、教育・保育給付認定および入所継続の可否を決
定します。
現在入所中の保育所を通じて、結果を３月中旬以降に通知します。

転園希望の場合 

転園を希望される場合は、４月１日入所希望のみ受け付けており、年度途中の転園はできません。
 利用中の園は退所となり、再度、新規申込として利用調整（P7参照）を行います。 
 「新規入所希望の人」と同じ手続きになります。詳しくは、P11～P12を参照してください。 
 なお、転園を希望する場合は、原則として入所判定指数の減点となります。 

世帯の状況等に変更が生じた場合（随時） 

世帯構成や仕事等の状況が変わった場合（妊娠等を含む。）は届け出が必要です。 

状況に変更が生じた場合は、必ずこども未来課までご連絡ください。その後、P13～P14

を確認した上で、必要書類を提出してください。 

提出がない場合や事実と異なる内容で提出された場合は、事実が判明した時点で退所となり、

保育費用の実費相当額の返還を求めることがあります。

※例年、状況の変更があったにも関わらず、必要書類の提出がない等により退所となるケー

スが発生しています。「これくらいなら大丈夫だろう」と自己判断せずに、必ずこども未来

課までご連絡をお願いします。 

・本社から支社に異動になりました。どうしたらいいですか？ 

  ⇒異動先の住所等が記載されている勤務証明書を提出してください。会社が変わらな

い場合でも、証明書の内容に変更がある場合は、勤務証明書の提出が必要です。 

・勤務形態が変更になった（例：在宅勤務へ変更等）場合、届け出は必要ですか？ 

  ⇒必要です。実態に応じた内容の勤務証明書を提出してください。詳しくは、こども

未来課まで問い合わせてください。 

よくある質問 
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新規入所希望の人（手続きの流れ） 

審査・確認し、教育・保育給付認定および利用調整（P7参照）を行い
ます。

１１月４日～１２月１７日 ２８

令和４年度末までは、原則として入所日ごとに利用調整（P7参照）を行い、

令和４年度末（申込事由により異なる場合あり）

（P9参照）

（P8～P12参照）

入所決定 ●入所決定後に、施設で入所説明会を行います。
●入所当初の一定期間は保育時間を短くした「慣らし保育（P7参照）」を設定しています。

令和４年度

こども未来課に必要書類（P11～P12参照）をそろえて締切日までに申し込みます。 

※子どもの様子を確認させていただきますので、原則として入所希望の子どもを連れてきてく

　ださい。ただし、状況により、郵送を受け付ける場合もあります（郵送での申込締切日は、

　窓口での申込締切日の10日前まで（必着）となります。）。 

　なお、現在郵送対応が決定しているのは、一斉入所申込についてのみです。 

※書類不備の場合は、受付ができません。

【受付場所・時間】 市役所２階こども未来課 午前８時３０分 ～ 午後４時３０分 

【受付期間】

　●随時入所申込　入所希望日前々月の月末まで（土日・祝日に当たる場合は前開庁日）

　　　　　　　　　⇒P7参照

　●一斉入所申込　※郵送可（詳細は別紙または市ウェブサイトをご覧ください。） 
   郵送 令和３年１１月４日（木） ～ 令和３年１２月 ７日（火）※必着 

   窓口 令和３年１１月４日（木） ～ 令和３年１２月１７日（金） 

【郵送の場合の注意事項】

　・不備書類については、郵送での返却は行いません。本人確認書類を持参の上、窓口まで

　　受け取りに来ていただくか、再度新たに提出し直していただく必要があります。 

※一斉入所申込期間の場合

・郵送受付期間終了後（12 月８日以降）に届いた場合は、一斉申込期間の受付ではなく、

　随時入所申込での受付となります。

・書類に不備があった場合は、12 月 1７ 日までに市から連絡をします。連絡がつかないと

　きは、書類不備となり、受付ができません。不備がない場合は、連絡は行いません。 
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　利用調整とは、世帯の状況に応じて提出された書類により算出した入所判定指数に
基づき、入所の可否を決定することです。そのため、申込みを早く行った順や入所希望
日順ではなく、申込者の状況や希望園の保育の提供体制等に応じて、入所判定指数の
高い人から、順次入所を決定していきます。
　なお、申込み後の状況の変更は、保護者自身で届け出が必要です。届け出がない場合
は、退所または入所が取り消しとなることがあります。ご注意ください。
　入所判定指数については、P15～P16を参照してください。

　入所希望日は、慣らし保育の期間を考慮し、申し込み可能な日以降で選択してください（慣らし保育
は、入所日から2週間程度必要です。）。
　「家庭で保育ができなくなる日」が１日から14日までの場合は前月の15日から、15日以降の場合は
その月の初日からを入所希望日として、申し込みをすることが可能です。

　初めて保護者から離れる子どもは、激しく泣き続けたり、食べ物を受け付けなかったりなど、情緒が
不安定になります。そのため、利用開始当初は、子どもに負担がかからないように、少しずつ保育時間
をのばし、一定の時間をかけて徐々に保育所に慣れていく必要があります。
　慣らし保育の期間は、入所日から２週間程度です。子どもの状態により、もう少し時間がかかる場合
があります。また、保護者にも、子どもと一緒に保育に参加していただくことがあります。
　保育所という環境に慣れる時間は、子どもにより個人差があるため、子ども一人ひとりの状態に合わ
せた慣らし保育が必要です。

5月と1月

慣らし保育について

入所希望日・申込締切日一覧

（金）

（日）

（水）

（金）

（月）

（木）

（土）

（火）

（木）

（日）

（水）

（水）

（金）

（月）

（水）

（金）

（月）

（木）

（土）

（火）

（木）

（月）

（水）

（水）

28

31

28

31

30

29

31

30

31

30

28

31

（月）

（木）

（木）

（火）

（木）

（金）

（水）

（金）

（月）

（水）

（水）

（火）
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教育・保育給付認定期間は、事由が生じた日から最長90日目

こども未来課に問
い合わせてください。

出産予定で保育所の申し込みを行う場合でも、事前に見学を行い、申し込みをしてください。仮受付
となります。

することで正式な受付となります。入所希望日ごとに決められた申込締切日までに済ませてください。

P7を参照してください。）。
※育児休業を延長するために待機通知が必要な人は、入所希望日に注意するとともに、入所申込時にこ
　ども未来課にお申し出ください。ただし、希望する保育所に待機児童がいない場合は、入所が決定す
　ることがあります。

　なお、復帰日に慣らし保育の日程を考慮して、入所希望日を決めてください（慣らし保育については

　出産休暇・育児休業取得後に同じ職場に復帰するときは、勤務証明書等の「休業期間」を事業所および事
業主から記入してもらう必要があります。

なお、こども未来課への書類提出の際の子どもの同伴については、新型コロナウイルス感染症の流行状

況等によりますので、詳細はこども未来課に問い合わせてください。

及び申込取下となりますので

写し
となり、保育所入所は、市民を優先する
保育所入所は不可能な状況です。

申込取下とみなします。

の日が属する月末までです。この期間内に勤務証明書等の提出がない場合は、入所中であれば退所となり、待
機中であれば申込取下となりますのでご注意ください。
　教育・保育給付認定期間内に仕事が決まったなど、事由が変更になったときは、追加で勤務証明書を提出し
てください。月末までに提出があった場合は、翌々月の利用調整から適用します。

申し込み前の注意事項

出産後、再度子どもと一緒に見学をし、改めて見学済証明書を受け取った上で、こども未来課に提出
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保育所見学

認可保育所一覧

見学

※岡本保育所は生後３か月から利用可能（それ以外は生後51日から）。

春日どろんこ保育園

青葉やまと保育園

Ｐ17
P19
P21
P23
P25
P27
P29
P31
P33
P35
P37
P39春日市小倉東2-58710-0275

　見学・こども未来課での申し込みの際には、必ず、食物アレルギー（程度やアナフィラキシー症状の

有無など）について、事前にご相談ください。

において可能な範囲で

は低年齢児の集団生活の場です。

　見学後、保育所から見学済証明書を受け取ります。

　申し込みの前に、かかりつけの医療機関で保育所での集団生活が可能か確認していただき、見学・こ

ども未来課での申し込みの際には、必ず、障がいや特性、既往歴（手術を受けたことがある、経過観察の

ため定期健診に行っている、定期的に服薬をしているなど）について、事前に相談してください。
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　教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書に記入した項目で、保育の実施を希望する期間等
利用調整に影響する内容を変更するときは、その変更をした日を受付日とします。利用調整において不利
になる可能性もありますので、十分検討の上、申し込みをしてください。

教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書（P42～P45）について

マイナンバー（個人番号）の記入等について

申込児童を除く世帯員について

希望する入所日について

マイナンバー（個人番号）

７

原則として翌年度まで復帰加点はつきません。
なお、辞退された場合、通知等の発行は一切できません。

在園証明書を依頼することがあります。こども未来課に問い合わせてください。
きょうだい児の

また、育児休業からの復帰に伴う加点（復帰加点）により入所が決定したときに辞退をした場合は、

・保護者については、単身赴任等により住所が異なる場合であっても、必ず記入してください。
・同住所に住んでいる同居の親族等（世帯分離を含む）は、全員の氏名を記入してください。なお、
　１５歳から６４歳（高校生を除く）の同居の親族等がいる場合は、保育できない事由（求職活動中
　を除く）があれば、「保育を必要とすることがわかる証明書」を提出してください。提出がない場
　合も申込は可能ですが、入所判定指数の減点となります。
・現在入所中の場合は、保護者以外の世帯員の「保育を必要とすることがわかる証明書」の提出は不
　要です。

日や入所希望日の早い人からではなく、入所申込者全体で入所判定指数の高い人から順次入所を決定し
利用調整では、申し込み

ていきます。なお、第４希望以降がある場合は、見学済証明書をそろえ、欄外に記入してください。

※



−11−

１　全ての方が必要な書類

必要書類 掲載ページ

掲載ページ

説明

① 教育・保育給付認定申請書兼保育所等入所申込書 P42～ P45

P54

別紙

入所希望の子ども１人につき１枚
記入例を参考に漏れのないように記入してください。 □ □ □

② ★令和４年度保育所見学済証明書 入所を希望する保育所に見学に行って、保育所から令
和４年度見学済証明書を受けとってください。 □ □ □

③ ★世帯員全員分のマイナンバーカードまたは通知
　カード

申込児童以外の 15歳以上の同居親族分が必要です。
（高校生を除く）

□ □ □

④ ★申請者本人（来庁者）の身元確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写
真付の公的な証明書
（写真付でない確認書類の場合）健康保険証、医療証、
介護保険被保険者証、児童扶養手当証書等２つ以上の
書類の提示が必要です。不明な点があれば、事前に問
い合わせてください。

様式はこども未来課で配布（市ウェブサイトでもダウンロード可能）。
項目を確認し、申請者が署名してください。

□ □ □

⑤ 保育を必要とすることがわかる証明書 詳しくは右ページを参照

⑥ ★保育所入所申込に関する確認票

２　世帯状況に応じて必要な書類 

必要書類 必要な状況 父 母

① 母（父）子の戸籍謄本 ひとり親家庭である。 □ □ □ □

②
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉
手帳等の写し
※氏名・等級・有効期限（ある場合）が分かる部分

在宅障がい者（児）がいる。 □ □ □ □

③ 在園等証明書（園に証明してもらう） きょうだいが未就学児で幼稚園や届出保育施設等に
通園している。 □ □

④ 保護受給証明書 生活保護受給世帯である。 □ □ □ □

⑤ ★住宅賃貸等契約書等の写し + 転入誓約書 P55 転入予定である。 □ □ □ □

ください。すべての必要
書類がそろわないと、申し込みができませんのでご注意ください。
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保育を必要とすることがわかる証明書
（ 父・母・祖父母等同居者全員分）※詳しくは P10 の④を参照

掲載ページ 必要書類 父 母

由
理
る
す
と
要
必
を
育
保

ア

就労している人（就労予定や職場復帰予定の人を
含む）
（月 64時間以上）

P46
P48
P50

勤務証明書
※証明の有効期間：事業所の証明日から３か月間
※国が示している就労証明書の標準的様式でも可

□ □ □ □

自営業の人（月64時間以上）
P47
P49
P51

自営業申告書 + 事業により収入を得ていることが確
認できる確定申告書の写し
※開業後間もなく、確定申告をしていない場合や確定申告書に
　おいて事業により収入を得ていると確認できない場合は開業
　届の写し添付　※１

社会保障・税番号（マイナンバー）制度における外部機関との情報連携により、税額が確認できない場合、住民税（非）課税証明書の
提出が必要となります。

□ □ □ □

イ 妊娠中または出産後間がない人 P52
申告書（出産） + 親子健康手帳（母子健康手帳）の
写し添付 □ □ □

ウ

疾病のある人 P52
申告書（疾病） + 診断書添付
※ 診断書は治癒見込期間と保育ができないことが明記されたも
のを提出してください。

□ □ □ □

障がいのある人 P52
申告書（障がい） + 身体障害者手帳・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳の写し添付
※氏名・等級・有効期限（ある場合）が分かる部分

□ □ □ □

エ 同居の親族を常時介護または看護している人 P52

申告書（介護等） + 介護状況表 + 身体障害者手帳・
療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・介護保険被保険
者証（要介護認定を受けた人のみ）の写しまたは診断
書添付
※
るもの
 診断書は治癒見込期間と介護または看護を要することが分か

を提出してください。
※ 手帳の写しは、氏名・等級・有効期限（ある場合）が分かる
部分が必要です。
※ 介護状況表は、市のウェブサイトもしくはこども未来課にあ
ります。

□ □ □ □

オ 災害等の復旧に当たっている人 P52 申告書（災害復旧） + 罹災証明書添付 □ □ □ □

カ 求職活動をしている人 P52 申告書（求職活動中） □ □ □ □

キ 就学している人（月 64時間以上、通信教育不可） P52
P53 □ □ □ □

※１　必要書類がそろわない場合は内職扱いとなります。内職は、①店名記載がない　②注文受託がない　③就労時間の明示がない
等が目安です。就労時間が任意とみなせる業態（著述業、音楽家、投資家等）も、内職と同等の評価です。営業収入のない農
業等、生業としての収入のない事業は内職とみなします。

※現在入所中の人は、★がついている書類は提出不要です。

※ 提出された書類は、理由のいかんにかかわらずお返しできませんので、ご了承ください。提出された書類の開示（閲覧及び写しの交付）
については、春日市個人情報保護条例に基づく開示請求をしていただくことになります。写しの交付には交付手数料（コピー代A3サ
イズまで 10円／１枚）がかかります。

※ 

※授業日数時間等が確認できない場合は、授業カリキュラムの
　添付が必要です。

申告書（就学） + 在学証明書（学校が記入） 
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提出書類

受給または廃止が決まりましたら、速やかに
届け出てください。翌月（変更の事実が生じ
た日が月の初日であるときは、その日の属す
る月）から保育料が変わります。

　教育・保育給付認定申請など入所申込書類の提出後に、世帯の状況等に変更が生じた場合は、こども未来
課へ書類の提出が必要です。
　提出がない場合や事実と異なる内容で提出された場合は、事実が判明した時点で退所となり、保育費
用の実費相当額の返還を求めることがあります。

※申し込み中・入所中のすべての人が対象です。必ずよく読んでください！

例えば離職し、その後、仕事をしないときは、
退所となります。直近の退所日（P14参照）
で退所届の提出が必要です。
また、離職し、求職活動をするときは、申告
書（求職活動中）の提出が必要です。
その場合は、原則として１か月以内、最長で
離職した日から９０日目の日が属する月末ま
でしか利用できません。ただし、期間内に就
職し、「勤務証明書」を提出すれば、継続入
所が可能です（提出できない場合は退所とな
ります。）。
なお、就労から求職活動に切り替わった時点
で、教育・保育給付認定期間は前述の日まで
となり、保育必要量の区分が保育短時間に変
更となります。なお、それ以外の場合は、こ
ども未来課までお問合せください。

１０日前までに書類の提出が必要です。春日
市外に転出する場合は、最長で転出日の属す
る月末で退所となります。

ア　結婚・同居など
世帯員の追加が必要です。
※結婚等で、新たに保護者となる場合は、そ
　の人の追加書類が必要です。
　詳しくはこども未来課にお尋ねください。

イ　離婚など
ひとり親となった場合は、戸籍謄本の提出お
よび別居の確認により、母または父だけの税
額により保育料を算定し直します。
　ただし、母または父の収入によっては、同
居親族のうち最も収入の高い人を「家計の中
心」として算定することがありますので、結
果として保育料が高くなることもあります。

住所の書き換えが必要です。
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提出書類

親子健康手帳（母子健康手帳）が交付さ
れたら、速やかに届け出てください。

休業期間記載
休業期間記載のもの

（土）
（火）
（金）
（土）
（水）
（土）
（土）
（木）
（土）
（火）
（金）
（金）

（水）
（金）
（月）
（水）
（土）
（火）
（木）
（土）
（火）
（金）
（月）
（月）

9
10
10
9
10
10
8
10
10
10
10
10

20
20
20
20
20
20
20
19
20
20
20
20

30
31
30
30
31
30
31
30
31
31
28
31

（土）
（火）
（木）
（土）
（水）
（金）
（月）
（水）
（土）
（火）
（火）
（金）

各保育所にあります。）。

  　　日前が日・祝の場合は前開所日まで）（

出産予定日の前後８週の間に退職し、その後保
育できない事由（P1参照）に該当がない場合
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利用調整に係る入所判定指数について（令和４年４月１日入所分から適用） 
利用調整に係る基本指数（父・母それぞれに付与する指数）（１人最高５０点） 

詳細由事
基本指数 

】類書出提【

１ 就労 
【勤務証明書】 

【自営業申告書】及び

月 160時間以上（１日８時間×週５日勤務程度以上） 

月140時間以上160時間未満（１日７時間×週５日程度以上）  45 

月120時間以上140時間未満（１日６時間×週５日程度以上）  40 

月100時間以上120時間未満（１日５時間×週５日程度以上）  35 

月 80 時間以上 100時間未満（１日４時間×週５日程度以上）  30 

月 64 時間以上 80時間未満（１日４時間×週４日程度以上）

 50 

 25 

任意で就労時間や勤務を設定する場合 
（内職等が該当） 

20を超えない範囲内で就労の内容
及び状況に応じ別に定める。 

２ 妊娠又は出産 
【申告書（出産）】 
親子健康手帳（母子健康
手帳）の写し 

事業を確認できる書類
（開業届の写し）

または

産前産後の申込み 

45 

３ 疾病又は障がい 
【申告書（疾病）】 
診断書に治癒見込期間
の記載等必須 
【申告書（障がい）】 
各種手帳等の写し 

50入院(おおむね 1か月以上とし、入院予定を含む。)

50入院以外の重篤な疾病（家庭で寝たきりの場合）

30一般療養(上記以外の場合)

50身体障害者手帳(1級又は 2級)の所持

50精神障害者保健福祉手帳(1級)又は療育手帳(A)の所持

身体障害者手帳(3級又は4級)、精神障害者保健福祉手帳(2級又は3級)
又は療育手帳(B)の所持 

35 

20上記以外

４ 介護又は看護 
【申告書（介護等）】 
介護状況表・手帳・介護
保険被保険者証（要介護
認定を受けたもの）の写
し又は診断書等 
診断書には、治癒見込期
間記載等が必須 

入院をしている同居の親族
の介護又は看護をする場合

45月 160 時間以上

月 120時間以上 160時間未満

20上記以外

同居の親族の介護又は看護
をする場合 

50月 160 時間以上

月 120時間以上 160時間未満

上記以外 
25 

５ 災害復旧 
【申告書（災害復旧）】 

災害により損傷した家屋等の復旧に当たっている場合 
50 

６ 求職活動 
【申告書（求職活動中）】

※入所希望日から３か月以内に勤務証明書等の書類が提出されない場合
は、申請の取り下げとみなします。 

10 

７ 就学等 
【申告書（就学）】 
在学証明書・授業カリキ
ュラム添付 

月120時間以上公的機関による職業訓練を受けている場合

月64時間以上120時間未満公的機関による職業訓練を受けている場合 

35 

40 

35 

30 

月120時間以上教育施設に在学し、又は公的機関以外の事業者による職
業訓練を受けている場合 

30 

月64時間以上120時間未満教育施設に在学し、又は公的機関以外の事
業者による職業訓練を受けている場合 

25 

８ 複数の事由に該当
する場合 

教育・保育給付認定保護者が、複数の異なる事由
（事由１、３～５又は７）に該当する場合 

50を超えない範囲内で内容
及び状況に応じ別に定める。
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利用調整において配慮すべき事項に係る調整指数（基本指数に加点又は減点する指数） 
調整指数配慮すべき事項区分

世帯に付与 

する指数 

ひとり親世帯 100 

生活保護世帯 5 

妊娠に伴い、産前期間の前日から、育児休業を開始する前日までに保育所を退所し、
育児休業の復帰に合わせて利用申込み等をする世帯 

3 

生計中心者の失業(自発的な失業を除く。)により、就労の必要性が高いと認められる
場合 

5 

5 

保護者以外の同居の親族(15 歳以上 65 歳未満の者に限る。)のいずれかがP１５の
事由１～８（事由６を除く）のいずれにも該当しない場合 

-40 

小学校就学前のきょうだい(小学校就学前子どもに限る。)のいずれかが教育・保育施
設等の利用者でない場合(当該きょうだいが介護又は看護の対象である場合を除く。) 

-40 

保護者の両方が身体障害者手帳（1級から 4級）、精神障害者保健福祉手帳又は療育
手帳を所持している場合 
ただし、保護者それぞれの事由による基本指数（P１５の指数）は、付与しない。

100 

該当がある

保護者に付

与する指数 

育児休業を取得している者が職場に復帰する予定である場合（復帰加点）
-5上記復帰加点での入所が決定していたが辞退していた場合

身体障害者手帳(1級から 4級)、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を所有してい
る保護者が、1日 4時間以上就労している場合 

3 

入所希望日から３か月以内に出産、又は入所希望日から３か月以内に出産する予定の
場合で、育児休業を取得予定のとき 

-10 

該当がある

子どもに付

与する指数 春日市保育所等利用調整結果（待機）通知書を受けた子どもが教育・保育施設等の利
用者の場合（入所希望日の翌々月以降の利用調整から反映。ただし、随時の申込締切
日による在園証明書の提出） 

5 

当該年度の辞退 1回につき保育所入所を辞退した場合
-10 

転園を希望する場合（転園を希望する子は、３月末で現在の園を退所となり、再度の
調整になる。） 
ただし、転園を希望する子以外のきょうだい児が異なる園を利用している場合で、
当該転園が当該きょうだい児と同一の園に変更するものであるときは、減点をしない
ものとする。 

-12 

1多胎児が申込みの場合（双子等加点）

利用調整における入所判定指数が、同点に並んだ場合の優先順位 
(1) ひとり親世帯 
(2) きょうだいが在園している 
(3) きょうだい同時申込みをしている 
(4) 多子世帯（利用申込者の世帯に属する子どもが 3人以上） 
(5) 希望園の順位が上位 
(6) より多くの園を希望している 
(7) より早く受付している（一斉の申込期間に関しては、同じ日付で統一） 
(8) 市民税の所得割額がより低額 
(9) その他市長が必要と認める基準 



さまざまな保育サービス 
 春日市には、子どもを預かる次のようなサービスがあります。状況や目的に応じてご利用ください。 

小学校以降の教育の基礎を作る学校です。 

春日市内の園では就園時間前後や長期休業期間中に預かり保育を実施し

ています。 

② 
一時預かり 

（生後 51日～就学まで） 

保護者のパート就労や病気、看護、冠婚葬祭、出産や育児からのリフレ

ッシュなどのために、子どもを保育所で預かることができます。 

利用希望の保育所での事前申し込みが必要です。週３日以内（緊急の場

合は、連続 14 日以内）の範囲で利用できますが、予約状況によりご希

望に添えない場合があります。詳しくは、利用希望の保育所（P9 参照）

に直接問い合わせてください。 

利用料：１日当たり ３歳未満児 2,500 円 ３歳以上児 2,000 円 

③ 
ファミリー・サポート・

センター 

一時預かりや保育施設の送迎など、有償ボランティアによる支援が受け

られます。           　　　　TEL 092-584-7700 

④ 

病児保育 

（生後９1日～小学校６年生

まで） 

病気中や病気回復期にある子どもを、仕事等の都合により家庭で保育で

きない場合に、病院隣接の病児保育施設で預かります。 

【病児デイケアセンターかすが】※要予約 

 場所：春日市春日原東町３－３６（横山小児科医院敷地内） 

 TEL：092-501-7001 FAX：092-501-7039 

 利用時間：午前８時 30 分～午後５時 30 分 

（土曜日は午後０時３０分まで） 

 利用料金：子ども 1 人につき 1 日当たり 2,000 円 

早朝保育を利用する場合は、別途 300 円 

【たんぽぽ病児室】（福岡徳洲会病院内） 

 場所：春日市須玖北４－５

 TEL：092-514-6178 FAX：092-573-1733 

 利用時間：午前 8 時～午後６時（年中無休）、時間外保育あり 

 利用料金：子ども 1 人につき 1 日当たり 2,000 円（春日市民の場合）

時間外保育を利用する場合は、別途 1 時間当たり 300 円 

※上記の保育サービスは、認可保育所を利用している場合は幼児教育・保育の無償化の対象外となります。 

※①～④について、個別に資料があります。詳しくは、こども未来課まで問い合わせてください。 

日常的に預ける 一時的に預ける 

家庭で 64 時間以上 

保育できない 
急用・リフレッシュ 

子どもが 

病気のとき

教育を 

受けさせたい 

一時預かり

② 

ファミリー・

サポート・センター

③ 

病児保育

④ 

認可保育所

（０～２歳：３号認定 

３歳～就学まで：２号認定）

幼稚園

（１号認定） 

① 

① 
幼稚園 

（満３歳～就学まで）
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