
⑤　３月（４～９月入園希望者） ⑤　６月（１０～３月入園希望者）
4 ～５月入園児童には、3月
上旬に支給認定証・入所承諾
書を送付します。（6月以降入
園児童には、入園月上旬に園
よりお渡しします。）

令和5年度の入園について意
向調査を実施し、入園の調整
を随時行います。

内
定
者

保
留
者

入園月上旬に、支給認定
証・入園承諾書を園よりお
渡しします。

令和5年度の入園について
意向調査を実施し、入園の
調整を随時行います。

内
定
者

保
留
者

④
入所内定通知書・
入所保留通知書の送付

②　11月～12月
書類審査（2号・3号認定）

提出された書類により、ご家庭で保
育できない程度を市が審査します。
※新型コロナウイルス対策のため、

面接審査は行いません。
※提出書類に不明・不備な点があり

ましたら市から連絡いたします。

越前市こども家庭課　０７７８（２２）３００６

目　次

令和５年度　認定こども園・保育園等園児募集案内

認定こども園・保育園等とは
◆ 認定こども園

幼稚園と保育園の両方の機能や特徴をあわせ持つ施設です。保護者の就労に関係なく利用可能（0 ～ 2歳児は保育部のみの
利用となるため、保育の必要性に該当することが必要）である他、地域の子育て拠点としての役割も担っています。

◆ 保育園
保護者や同居の親族が仕事や病気などによりご家庭でお子さんを保育できない場合に、保護者にかわって保育することを目
的とした児童福祉施設です。そのため、家庭で保育できない事情がある場合にのみ利用できます。

◆ 小規模保育事業所（地域型保育事業所）
定員19人未満で、0 ～ 2歳児のみの保育を行う施設です。市が認可しており、入園調整や保育料の決定などは、認定こども
園や保育園と同様に市が行います。
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認定申請・入園申込の流れ（令和５年度の一斉申込）

＊注　選考基準については、市ホームページをご覧ください。

①　10月～11月
申込書および必要書類の提出

申込期間内に申込書と必要書類
を提出してください。
【10/17～ 11/11】

③　１月
入園調整

・2号、3号認定…選考基準（＊注）
による入園の調整を行います。

・1号認定…申込人数が定員を超え
た場合は、施設が選考を行いま
す。

認定こども園・保育園等とは ‥‥‥ 1ページ
認定申請・入園申込の流れ ‥‥‥‥ 1ページ
（令和５年度の一斉申込）
利用可能な施設について ‥‥‥‥‥ 2ページ
保育の必要性の認定、
教育・保育の必要量について ‥‥‥ 3ページ
認定こども園・保育園等一覧 ‥‥‥ 4ページ
利用者負担額（保育料）について ‥‥ 5ページ
給食費（副食費）について ‥‥‥‥ 5ページ

入園申込に必要な書類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 06ページ
入園申込方法について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7ページ
越前市に転入予定の方へ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 7ページ
入所申込書の記入例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8～ 9ページ
入園申込みについてのよくある質問 ‥‥‥ 10ページ
市外の園への入園を希望する方へ ‥‥‥‥ 10ページ
出産予定の方・出産後育児休業を
取得予定の方へ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11ページ
求職活動を予定している方へ ‥‥‥‥‥‥ 12ページ
認定こども園・保育園等に関すること ‥‥ 13ページ
園位置図 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14ページ

2月上旬　4～5月入園希望者に送付
2月下旬　6～9月入園希望者に送付
6月上旬 10～3月入園希望者に送付

越前市 子育て応援誌 

（PDF版） 

R4. 10

越前市では「子育て応援誌」を毎年発行しています。

子育て支援センター、親子教室、一時預かり事業、子どもの遊び場など、

市内の子育て支援事業や施設などを紹介しています。

また、子育て世帯への給付金の紹介など、子育てに欠かせない情報が満載です。

市のホームページに掲載しているのでぜひご活用ください。

家庭での保育を応援しています

屋外のだるまちゃん広場、屋内のてんぐちゃん

広場、どちらも無料で利用できます。イベント

も行われています。地域子育て支援センターと

あわせてご利用ください。

だるまちゃん広場・てんぐちゃん広場
親子ひろばや育児相談などを行っています。現

在、市内に５か所のセンターがあります。

ピノキオ（てんぐちゃん広場内）

フォルマシオーン（国高保育園内）

いまだて（認定こども園あわたべ内）

一陽（ショッピングセンターシピィ２F）

ハーツきっずたけふ

地域子育て支援センター

世帯第３子以降の０～２歳児で、認可外保育施

設に入所しているお子さんの利用料を、月額２

万円を上限に助成します。

施設に支払われた後で、こども家庭課にて申請

を行ってください。

認可外保育施設利用料を助成します！

第２子以降の満３歳未満のお子さんを家庭で保

育する世帯に手当（月1万円）を支給していま

す。※こども家庭課にて申請が必要です。

支給対象者①（次の要件すべてに当てはまること）

・お子さんが０歳または２歳

・育児休業給付金を受給していない世帯

・世帯年収360万円未満相当

支給対象者②

・お子さんが1歳

※お子さんが1歳の場合は育児休業給付金の受

給や世帯年収に関係なく支給対象となります

・一時預かり事業

市内の保育園・認定こども園で就学前のお子

さんの一時預かりを実施しています。保護者

のリフレッシュ目的でも利用可能です。２子

目以降のお子さんについては利用料の減免制

度があります。

・すみずみ子育てサポート事業

家庭での保育が困難な時に、以下の事業所で

一時預かり等を行います。料金は１時間単位

で、月７０時間までは１時間につき350円

（２人以上お子さんがいる世帯は700円）

を市が助成します。

【一時預かり】

NPO法人子どもセンターピノキオ

ハーツきっずたけふ 

医療法人野尻医院　てまり

【送迎・生活支援】

県民せいきょうきらめきくらしのサポート

※ご利用については、各施設に直接お問い合わ

せください

在宅育児応援手当をご存じですか？ 一時預かりを行っています！

子育てを後押しし、子育て不安の解消や仕事と家庭生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

を図るため、育児休業の取得や家庭での保育を応援します。

子育てを後押しし、子育て不安の解消や仕事と家庭生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

を図るため、育児休業の取得や家庭での保育を応援します。



利用可能な施設について

※

「保育の必要性」

に該当しますか？

＊Ｐ３参照

いいえ はい はい いいえ

０～２歳

お子さんの年齢は？

（令和５年 4 月 1 日現在）

３～５歳

「保育の必要性」

に該当しますか？

＊Ｐ３参照

・保育園

・認定こども園

　　（保育部）

・保育園

・認定こども園

　　（保育部）

・小規模保育事業所

１号認定 ２号認定 ３号認定 認定なし

１号認定は、就労等の「保育の必要性」がなくても入園可能です。
認定こども園里山ほのか学園は、３歳の誕生日をむかえた翌月から幼稚部での入園が可能です。

・認定こども園

　（幼稚部）※
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幼稚園の利用について
　　幼稚園の入園申込については各幼稚園又は教育振興課（TEL：0778-22-7452）にお問い
　　合わせください。
　　就労等の「保育の必要性」がなくても入園可能です。



保護者が、下記の「保育の必要性」のいずれかに該当することが必要。

越前市に住民登録している令和 5 年 4 月 1 日時点で 3 歳以上のお子さん。施設の受け入れ人数に余裕
があれば入園可能。

認定区分 有効期間 教育・保育の必要量 利用施設

1 号認定 3歳児～小学校就学前まで 教育標準時間 認定こども園（幼稚部）

2号認定
3歳の誕生日の前日
～小学校就学前まで

保育標準時間 保育短時間 認定こども園（保育部）・保育園

3号認定
0歳～ 3歳の誕生日の

2日前まで 小規模保育事業所
保育標準時間 保育短時間

認定こども園（保育部）・保育園

教育・保育の必要量 保育の必要性 教育・保育時間（※）

教育標準時間
（1号認定）

なし 8時頃から 14 時頃まで

保育短時間
（2号認定・3号認定）

○パートタイム就労を想定
　1か月 64 時間以上 120 時間未満の場合
　（概ね 1日 4時間以上かつ週 4日以上）
　＊その他、上記に順ずる理由のある場合

8時頃から 16 時頃まで
16 時頃以降の利用は延長料金が発生します

保育標準時間
（2号認定・3号認定）

○フルタイム就労を想定
　1か月 120 時間以上の場合
　（概ね 1日 6時間以上かつ週 5日以上）
　＊その他、上記に順ずる理由のある場合

7時頃から 18 時まで
18 時以降の利用は延長料金が発生します

保育の必要性の認定、教育・保育の必要量について

◆ 入園できる基準

（※）教育時間、保育時間は施設によって異なります。詳しくは、P 4をご確認ください。

◆ 認定区分

◆ 教育・保育の必要量

認定こども園幼稚部

認定こども園保育部・保育園・小規模保育事業所

3

◆ 保育の必要性
保育の必要性 基　　　　準 保育認定期間

① 就　労 ・常態として、月64時間以上（概ね1日4時間以上かつ週4日以上）働いている場合 最長就学前まで

② 妊娠・出産 ・妊娠中または出産後間もない場合
出産予定月の前月 1日
～出産後 6か月が経過
する月の末日まで

③ 疾病・障がい ・病気や怪我を負っている場合
・心身に障がいがある場合 必要な期間

④ 介護・看護 ・介護や看護が必要な方がご家族にいて、常時介護または看護をしている場合 必要な期間

⑤ 災害復旧 ・火災、震災、風水害にあい、その復旧作業にあたっている場合 必要な期間

⑥ 求職活動 ・求職活動を行う場合 入園した月の翌月末日まで

⑦

⑧

⑨

虐待・ＤＶ

　就　学

育児休業

・虐待やＤＶのおそれがある場合

・学校に在学している場合（職業訓練校を含む）

・育児休業を取得している場合

必要な期間

卒業（修了）するまでの期間

※同住所（家が別の場合も含む）の祖父・祖母の方について、下記の「保育の必要性」、もしくは高齢（令和 5 年 4 月
1日時点で 65 歳以上）にあてはまらない場合、入園調整の際に減点となりますので、ご了承ください。

出産予定月の前月1日～
育児休業の対象児童が満
2歳になる月の末日まで
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認定こども園・保育園等一覧

・越前市内の認定こども園、保育園及び小規模保育事業所では、午後7時までの延長保育を行っています。ただし、延長保育
には別途利用料が必要です。

・土曜保育を利用される場合は、事前に申請が必要です。ただし、園の状況によっては土曜保育が実施できない場合がありま
す。一時預かり、休日保育、学童保育のサービスを実施している施設もあります。詳しくは各施設にお問い合わせください。

所在地区 区分 施　設　名 種　別
所 在 地 幼稚部定員 教育標準時間 受入年齢

（生後）
土曜保育

電話番号 保育部定員 保育標準時間 保育短時間 時間

東
私 浪花認定こども園 認定こども園

10 8時～14時
2か月以上 毎週　7時～17時

130 7時～18時 8時～16時

私 認定東こども園 認定こども園
10 8時半～14時

6か月以上 毎週　7時～18時
拠点園で実施

毎週　7時～18時
拠点園で実施

毎週　7時～18時
拠点園で実施

毎週　7時～18時
拠点園で実施

毎週　7時～18時
拠点園で実施

90 7時～18時 8時半～16時半

西
公 なかよし保育園 保育園

－ － 
2か月以上 毎週　7時～18時

120 7時～18時 8時～16時

私 なのはな保育園 小規模保育
事業所

－ － 6か月以上
2歳児まで 毎週　7時～17時

12 7時～18時 8時～16時

南

私 南保育園 保育園
－ － 

6か月以上
90 7時～18時 8時半～16時半

私 高瀬保育園 保育園
－ － 

6か月以上
130 7時～18時 8時半～16時半

私 たんぽぽ認定こども園 認定こども園
常久町101 10 8時半～14時半

6か月以上 毎週　7時～18時
110 7時～18時 8時～16時

神山 私 神山認定こども園 認定こども園
25 8時半～14時半

6か月以上 毎週　7時～18時
140 7時～18時 8時～16時

吉野
公 家久保育園 保育園

－ － 
2か月以上 毎週　7時～12時

150 7時～18時 8時～16時

私 認定こども園
里山ほのか学園 認定こども園

15 8時～14時45分
6か月以上 毎週　7時～18時

135 7時～18時 8時～16時

国高
私 そよかぜ認定こども園 認定こども園

10 8時～14時
6か月以上 毎週　7時～18時

165 7時～18時 8時～16時

私 国高保育園 保育園
－ －

6か月以上
150 7時～18時 8時半～16時半

大虫

公 上太田保育園 保育園
－ －

6か月以上 拠点園で実施
90 7時～18時 8時～16時

私 わかたけ認定こども園 認定こども園
30 8時～14時

6か月以上 毎週　7時～18時
170 7時～18時 8時～16時

私 認定西こども園 認定こども園
15 8時半～14時

6か月以上
105 7時～18時 8時半～16時半

王子保 私 愛星認定こども園 認定こども園
15 8時半～14時半

6か月以上 毎週　7時～18時
170 7時～18時 8時～16時

北日野 公 認定こども園北日野 認定こども園
30 8時～14時

6か月以上 拠点園で実施
120 7時～18時 8時～16時

北新庄 公 認定こども園北新庄 認定こども園
20 8時～14時

6か月以上 毎週　7時～18時
120 7時～18時 8時～16時

味真野
私 二葉保育園 認定こども園

10 8時半～14時
4か月以上 毎週　7時～18時

80 7時～18時 8時半～16時半

私 味真野保育園 認定こども園
10 8時半～14時

6か月以上 毎週　7時～18時
100 7時～18時 8時半～16時半

白山 私 安養寺こども園 認定こども園
3 8時半～14時半

6か月以上
毎週　7時半～12時
（第2土曜のみ
　　8時～12時）40 7時半～18時半 8時～16時

粟田部 私 認定こども園あわたべ 認定こども園
15 9時～15時

2か月以上 毎週　7時～18時
150 7時～18時 8時～16時

岡本 公 認定こども園岡本 認定こども園
20 8時～14時

6か月以上 拠点園で実施
80 7時～18時 8時～16時

南中山 公 認定こども園南中山 認定こども園
20 8時～14時

6か月以上 毎週　7時～12時
120 7時～18時 8時～16時

服間 公 認定こども園服間 認定こども園
10 8時～14時

6か月以上 拠点園で実施
50 7時～18時 8時～16時

☆なかよし保育園・上太田保育園は武生西幼稚園と一体化し、令和 6年 4月に武生西小学校の横に移転して認定こども園にな
る予定です。



利用者負担額（保育料）について
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階層 区　　　　　分
3 歳未満児

標準時間 短時間

1 生活保護法による被保護世帯 0円 0円

2 市民税非課税世帯 0円 0円

3 市民税所得割課税　 24,300 円未満 11,000円 10,800円

4 市民税所得割課税　 48,600 円未満 13,000円 12,800円

5 市民税所得割課税　 57,700 円未満 19,000円 18,600円

6 市民税所得割課税　 72,800 円未満 21,000円 20,700円

7 市民税所得割課税　 97,000 円未満 23,000円 22,600円

8 市民税所得割課税　133,000 円未満 34,000円 33,400円

9 市民税所得割課税　169,000 円未満 36,000円 35,400円

10 市民税所得割課税　301,000 円未満 45,000円 44,200円

11 市民税所得割課税　397,000 円未満 48,000円 47,200円

12 市民税所得割課税　397,000 円以上 53,000円 52,100円

◆保育料の算定方法
 0 ～ 2 歳児クラスのお子さんの保育料は、父母の市民税所得割額をもとに毎年算定します。
 4 月から 8 月分は令和 4 年度所得割額、9 月以降は令和 5 年度所得割額をもとに市が保育料を決定します。
 3 ～ 5 歳児クラスのお子さんについては、保育料は無料になります。

◆保育料の納付方法

・保育料について、子どもが 2 人以上いる世帯は、2 人目は半額（ 9 階層以下世帯の場合は無料）、3 人目以降は無料と
なります。

・父母の年間所得によっては、子どもと生計を同一にしているとみなされる祖父母（またはそれ以外の扶養義務者）の
所得が保育料の算定に含まれることがあります。

・ひとり親、同一世帯内に障害者手帳の交付を受けている方がいる場合、市民税所得割課税77,101円未満の世帯で保育料
が軽減されることがあります。詳しくは、こども家庭課までお問い合わせください。

【３号認定…認定こども園（保育部）、保育園、小規模保育事業所の０～２歳児】

給食費（副食費）の徴収について

・3 ～ 5 歳児クラスのお子さんについては、幼児教育・保育の無償化により保育料は無料となりますが、給食費（副
食費）を徴収いたします。また、主食を提供している施設は、さらに主食費の徴収があります。

・ 保育料を徴収する0 ～ 2歳児クラスのお子さんは、保育料に給食費（副食費）が含まれますので、原則給食費の支払い
は不要です。ただし、主食を提供している施設は主食費の徴収があります。

・給食費は各施設が徴収します。ただし、公立認定こども園・保育園については、保育料と同様に市が徴収します。

◆（参考）令和 4 年度保育料徴収基準額表

口座振替で市が徴収いたします。振替日は毎月 25 日です。
（振替日が土日・祝日の場合は翌営業日になります。）

公立全園・私立保育園

私立認定こども園・小規模保育事業所 各施設が徴収いたします。納付方法は各施設にご確認ください。



★認定こども園幼稚部入園希望の場合
　（１）教育・保育給付認定申請書　兼　入所申込書
　（２）児童世帯状況調査票

★保育園・認定こども園保育部・小規模保育事業所入園希望の場合
　（１）教育・保育給付認定申請書　兼　入所申込書
　（２）児童世帯状況調査票
　（３）保育の必要性を証明する書類

★越前市内の他の保育園・認定こども園へ転園希望の場合
　（１）教育・保育給付認定申請書　兼　入所申込書
　（２）児童世帯状況調査票
　（３）保育の必要性を証明する書類（保育園・認定こども園保育部に転園希望の場合のみ）
　（４）現況届（在園中の園から配付されます。令和 4 年 11 月以降に入園するお子さんで、在園きょうだいがいない

場合は、10 月中にこども家庭課からご自宅に郵送されます。）

（１）は入所希望児童１名につき 1枚、（２）は世帯につき１枚提出してください。
（３）について、入園希望児童からみて、父・母・※祖父・祖母の分が必要になります。
必要書類については、下記の表をご確認ください。
※祖父・祖母分については、入園希望児童と同住所（家が別の場合も含む）の場合のみご提出ください。令和 5 年 4 月
1日時点で 65 歳以上の方については、提出不要です。
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入園申込に必要な書類

事　　由 必 要 書 類

①

就労

就労証明書＊
※育児休業中の方は、職場復帰月から入園が可能です。（育児休業の対象児童の入園を希望する場合）
　職場復帰日が記載されている就労証明書を必ずご提出ください。
※出産予定の方・育児休業を取得される方は、Ｐ11を必ずご確認ください。

自営業
①就労証明書＊
②就労状況（自営）申告書＊
①②両方を提出してください。
※収入が確認できなかった場合、給与明細やタイムカードの写し等の提出を求める場合があります。

農業 農業等申告書＊

② 妊娠・出産

③ 疾病・障がい

④ 介護・看護

⑤ 災害復旧

⑥ 求職活動

⑦ 虐待・ＤＶ こども家庭課へご相談ください。
⑧

⑨

就学

育児休業

在学証明書

保育の必要性を証明する書類
P3の保育
の必要性

①親子健康手帳の写し（出産予定日が記載されているページの写し）
②妊娠・出産理由での入園に係る誓約書＊
①②両方を提出してください。
※出産予定の方は、Ｐ11をご確認ください。

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
診断書＊（手帳をお持ちではない方）

①介護・看護状況申告書＊
②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の写し
①②両方を提出してください。②の手帳等がない場合は、診断書を提出してください。
罹災証明書の写し

就労誓約書＊
※求職活動を予定している方は、Ｐ12を必ずご確認ください。

就労証明書＊
※育児休業の対象児童以外の児童の入園を希望する場合は職場復帰前から入園が可能です。
　職場復帰日が記載されている就労証明書を必ずご提出ください。
※育児休業を取得している方は、Ｐ11を必ずご確認ください。

＊印のついた様式は、こども家庭課に備えてあります。また、市ホームページからもダウンロードできます。
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入園申込方法について（令和５年度入園の一斉申込）

申込方法は、次の（ア）（イ）のどちらかとなります。

　（ア）郵送による申込　　【令和4年11月11日（金）必着】

P6に記載してある入所申込に必要な書類を全て同封し、越前市役所こども家庭課までお送りください。

特設受付日のご案内
特設受付は、（イ）の曜日による年齢の区別なく、受付を行います。

★あいぱーく今立（越前市粟田部町9-1-9）小会議室にて受付
　受 付 日：10月20日（木）、10月27日（木）、11月4日（金）
　受付時間：午前9時30分～正午

（送付先）　※住所なしで届きます

〒915－8530
越前市役所こども家庭課　入園担当

　（イ）市役所窓口への持参による申込

◆受付期間　　令和4年10月17日（月）～令和4年11月11日（金）
◆受付場所　　越前市役所1階⑦番窓口（子ども子育て窓口）
　　　　　　　　※「7番保育園・こども園」の番号札をお取りください。番号順にお呼びします。
◆受付時間　　平日の午前8時30分～午後5時
◆受付対象　　分散して来庁していただくために、受付の曜日をお子さんの年齢別に分けています。

受付対象の曜日以外でも受付いたしますが、できる限りご協力をお願いします。

受付を行う曜日 受 付 の 対 象 者

月曜日・火曜日・水曜日 平成 29 年 4 月 2 日～令和 4 年 4 月 1 日に生まれた子

木曜日・金曜日 令和 4 年 4 月 2 日以降に生まれた子
これから生まれる予定の子

　　　※きょうだい同時申込の場合は、一番小さい年齢のお子さんの曜日にお越しください。
◆持ち物
　•P6 に記載してある入園申込に必用な書類（記入済みのもの）
　•印鑑（訂正が必要な場合に使用）

※窓口の混雑を避けるため、書類は必要事項を全てご記入の上、ご持参ください。

• 転入前でも、越前市に転入する予定があれば、申込みが可能です。
• 入園は転入した月の原則翌月からとなります。ただし、１日に転入した場合はその月から入園が可能です。

例：令和5年3月31日に転入→令和5年4月から入園可能
令和5年4月1日に転入→令和5年4月から入園可能
令和5年4月2日に転入→令和5年5月から入園可能

越前市に転入予定の方へ
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教育・保育給付認定申請書　兼　入所申込書
（令和５年度）

越前市長殿

必要書類を添えて、
次のとおり教育・保育給付認定及び入所を申し込みます。

氏　　名 生　年　月　日 勤務先名・学校名　等

昭・平・令　　・　　・

昭・平・令　　・　　・

昭・平・令　　・　　・

昭・平・令　　・　　・

昭・平・令　　・　　・

昭・平・令　　・　　・

続柄 年　齢 不在の場合
□死別　□離婚
□離婚協議中　□未婚
□死別　□離婚
□離婚協議中　□未婚

才

才

才

才

才

才

父

母

同
居（
同
一
住
所
・
単
身
赴
任
も
含
む
）の
家
庭
状
況

申請者氏名
（保護者氏名）

氏　　　名 （第　　子）

生 年 月 日 年　　月　　日

令和５年４月 1 日時点の年齢

入　所　期　間

教育・保育必要量

性　別 男　・　女

才

有　・　無

有　・　無

現　住　所

転居・転入予定の方
（新住所）

第 1 希望

自宅が近い・通勤都合・実家が近い

自宅が近い・通勤都合・実家が近い

その他（　　　　　　　　　）

その他（　　　　　　　　　）

自宅が近い・通勤都合・実家が近い

新規・転園（　　　　　　　　　　　より）
保育所等の入所歴

その他（　　　　　　　　　）

理　　由

理　　由

理　　由

第２希望

第 3 希望

申込日 令和　　年　　月　　日

令和　　　年　　　月　　　日転居・転入予定日自宅　

携帯（父） 携帯（母）

〒

〒

〒915－ 越前市

連　絡　先

入 所 を 希 望 す る 施 設入　所　希　望　児　童

フリガナ

フリガナ

郵便物の送付先

☎

□令和　　年　　月１日から就学前まで希望
□令和　　年　　月１日から令和　　年　　月　　日まで希望

□教育標準時間（幼稚部）１号認定対象
□保育短時間　　　　　　２,３号認定対象
□保育標準時間　　　　　２,３号認定対象

□無　　□有（病名：　　  　　　　　　　　　　　　　）通院日数（　か月・　週間に　　回）

□無　　□有（□障害者手帳あり　　□障害者手帳なし　　□特別児童扶養手当受給）

平成・令和
出生・出生予定

疾 病 の 有 無
（アレルギーも含む）
障がい等の有無

（令和5年4
月1日時点）

氏　　名続柄

祖
父
母
の
状
況

父

　方

母

　方

日　中　の　状　況
（あてはまるものすべてに○）

就労（自営含む）⇒勤務先名（　　　　　　　　　　　）　
農業・疾病・介護・65才以上・その他（　　　　　　）
就労（自営含む）⇒勤務先名（　　　　　　　　　　　）　
農業・疾病・介護・65才以上・その他（　　　　　　）
就労（自営含む）⇒勤務先名（　　　　　　　　　　　）　
農業・疾病・介護・65才以上・その他（　　　　　　）
就労（自営含む）⇒勤務先名（　　　　　　　　　　　）　
農業・疾病・介護・65才以上・その他（　　　　　　）

別居（住所）※越前市内の場
合は番地までご記入ください。

才

才

才

才

□　　□（　　　　　）

□　　□（　　　　　）

□　　□（　　　　　）

□　　□（　　　　　）

祖
父

祖
母

祖
父

祖
母

同居年　齢
（令和5年4
月1日時点）

○上記児童・児童の祖父母を除く家庭状況を記入してください。祖父母については、祖父母の状況欄に記入してください。
父または母が空欄となる場合は、「不在の場合」欄の該当するものにチェックをいれてください。

□現住所　　　□新住所　　　□その他（下記にご記入ください）

裏面へつづく

4～9月入所希望の場合
　　…令和5年2月頃送付

10～3月入所希望の場合
　　…令和5年6月頃送付

令和４年度中に在園し、令和５年度も引き続き保育園・認定こども園・
小規模保育事業所に入所している兄弟姉妹の有無

市使用欄

市受付者：

窓 口 ・ 郵 送

認定こども園△△

□□保育園

０７７８-２２-△△△△

０９０-□□□□-▲▲▲▲ ０８０-△△△△-○○○○

エチゼン　タロウ
４ １０ ２８

越前　太朗

越前市府中一丁目１３－７915-００７１

３

エチゼン　サクラコ

越前　桜子

２ １ ５

５ ４

３５

福井○○㈱

福井市○○町

福井市○○町

３５

８

△ △ △

△ △ △

△ △ △

越前　太朗

越前　花子

越前　梅子 姉

越前市役所

㈱えちぜん

○○小学校

６７

６４

６７

越前　武男

越前　菊子

今立　一郎

今立　松子 ６３

１ １

記載内容を訂正する場合は、 訂正する箇所を二重線で消した後、 訂正印を押印してください
（修正液等は不可）。

ボールペンで正確に記入してください。（消えるボールペンは不可）

２

該当する方に○。転園とは、越前市内の
認定こども園・保育園・小規模保育事業
所間での転園希望の場合。

希望の利用時間に☑してください。

入所希望の児童と同居の親族（祖父母については下の欄に記入）全員につ

いて記入してください。父母のどちらかが単身赴任等により同居していない場

合にも、必ずご記入ください。

年齢は、令和５年４月１日時点の満年齢を記入。

住民基本台帳に登録

してある住所。

同居の有無に関わらず、必ずご記入ください。

郵便で発送する日や

窓口に提出する日を記入。



家　庭　状　況　表
※保育を必要とする事由を○で囲み、右欄に内容等を記入してください。認定こども園保育部・保育園・小規模保育事業所
　を希望の場合のみ。

父　親

就労
・

育児
休業

就労
・

育児
休業

自営

疾病 疾病

障がい 障がい

介護 介護

就学 就学

求職
活動

求職
活動

妊娠

出産

妊娠

出産

自営

事由 事由 母　親

勤務所在地：

雇用形態：　□正規　□パート・アルバイト　□派遣　□契約

就労時間：　　　時　　　分　～　　　時　　　分

就労日数：　□週 5 日　□週 4 日　□その他（ 　　　　）

育　休：　令和　　　年　　　月　　　日復帰（予定）

勤務所在地：

就労時間：　　　時　　　分　～　　　時　　　分

就労日数：　□週 5 日　□週 4 日　□その他（ 　　　　）
1 求職活動中：　　　年　　月　　日から活動中
2 求職活動予定：　　年　　月　　日から活動予定　□入園次第活動予定

1 求職活動中：　　　年　　月　　日から活動中
2 求職活動予定：　　年　　月　　日から活動予定　□入園次第活動予定

傷病名：

区分：　□通院　□入院　□自宅療養
病院名：

傷病名：

区分：　□通院　□入院　□自宅療養
病院名：

学校名：
所在地：
就学期間：　令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

学校名：
所在地：
就学期間：　令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日

障がい名：
等級：　□要介護・要支援＿＿　□＿＿＿＿＿＿手帳＿＿級

障がい名：
等級：　□要介護・要支援＿＿　□＿＿＿＿＿＿手帳＿＿級

病名・障がい名：
等級：　□要介護・要支援＿＿　□＿＿＿＿＿＿手帳＿＿級

被介護者氏名：　　　　　　　　保護者からみた続柄：
被介護者の住所：

病名・障がい名：
等級：　□要介護・要支援＿＿　□＿＿＿＿＿＿手帳＿＿級

介護：　□同居　□別居 介護：　□同居　□別居
介護の頻度：　□常時　□週 5 日以上　□週 3 日以上 介護の頻度：　□常時　□週 5 日以上　□週 3 日以上

被介護者氏名：　　　　　　　　保護者からみた続柄：
被介護者の住所：

勤務所在地：

就労時間：　　　時　　　分　～　　　時　　　分

就労日数：　□週 5 日　□週 4 日　□その他（ 　　　　）

出産予定日：　令和　　　年　　　月　　　日
出産後の予定：　産休・育休取得（　有　・　無　）

●出産予定の方は全員記入してください。

勤務所在地：

雇用形態：　□正規　□パート・アルバイト　□派遣　□契約

就労時間：　　　時　　　分　～　　　時　　　分

就労日数：　□週 5 日　□週 4 日　□その他（ 　　　　）

産休・育休：　令和　　　年　　　月　　　日復帰（予定）

同　意　事　項
　今回、入所申込をするにあたり、入所児童が卒園・退園するまでの期間にわたって下記の事項について同意します。

記
１．越前市が、児童の属する世帯の住民基本台帳に基づく情報を

利用すること。
２．越前市が保育料等の算定のため、児童の父母、児童の属する

世帯及び同居親族について、必要な税（所得税、市町村民
税、固定資産税等）の申告・賦課・納付の状況、生活保護受
給の有無について調査すること。

３．入所施設（児童が入所決定された認定こども園、保育園及び
小規模保育事業所をいう。以下に同じ。）が、児童の教育・
保育に必要な範囲内で、この申請書に記載した情報を利用す
ること。

４．入所施設が、保育料、その他の実費徴収金の収納事務に必要
な範囲内で、その納入に関する情報を利用すること。

５．越前市から入所・継続の審査、保育料決定等のため、家族状
況、勤務・就労の状況、その他についての資料を求められた

場合は、所定の期限までに提出すること。
６．平素の登園前及び降園後は、児童に対して健全な通園環境及

び家庭環境を提供し適切な生活習慣を身につけさせる等、教
育・保育について入所施設と共同で責任を負うこと。

７．規則に基づいて、保育料、その他実費徴収金を越前市又は入
所施設に支払うこと。

８．規則に基づく保育料、その他の実費徴収金を所定の期限まで
に納入し、万一滞納した際には滞納処分について異議を申し
立てないこと。

９．児童が病気等で長期登園しない見込みとなった場合は、直ち
に入所施設に対し申し出ること。

10．入所後、離職等により保育の必要性を満たさないものとなっ
た場合は、直ちに入所施設又は越前市に対し申し出ること。

保護者氏名（父）　　　　　　　　　　　　　㊞
（自署の場合は押印不要）

保護者氏名（母）　　　　　　　　　　　　　㊞
（自署の場合は押印不要）

８ ３０ １７ １５ ８ ３０ １７ １５

８ ３０ １７ １５

越前市○○町△-△ 越前市○○町△-△

５ ４ １０

５ １１ １０

越前市粟田部町△-△

◇◇◇◇

○○病院

母

身体障害者  ２

身体障害者  ２

△△　△△

越前市○○町□-△

▽▽▽▽

△△大学

東京都 ◇-◇○○

２ ４ １ ６  ３ ３１

□□□□

越前　太朗 越前　花子

9

≪日中の状況・家庭で保育できない理由を記入してください≫

・外勤の方は、「勤務先名」
・自営業の方は、「自営業」と書き「事業所名」も記入
・求職中の方は、「求職中」
・出産予定の方は、「出産予定日」
・入院、通院している方は、「病院名」と「入院期間・通院日数（週○日）」
・兄弟姉妹が児童、学生の場合は、「通学中の学校名（○○保育園・○○小学校）」、
受験などにより4月の進学先が未定の場合には「高校１年生・大学1年生・
専門学校1年生」などを記入
・家族の介護、看護をしている方は、「続柄・氏名（○○の祖父○○○○を介護）」
・障害のある方は、「障害者手帳の級数（障害○級）」
・65歳以上で保育できない方は、「高齢」

＊すべての事由に関しての記入例となっています。該当する

事由のみご記入ください。

・ 父母の保育を必要とする事由について、該当する事由（就

労・求職活動等）を○で囲み、右欄に内容を詳しく記入し

てください。
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Ａ１：1号認定（幼稚部）については、施設の受け入れ人数に余裕があれば入園できます。
2号認定、3号認定（保育部）については、保育の必要性があることが入園要件となり、申込人数が定員を
超えた場合は選考となるため、第一希望の施設に必ず入園できるとは限りません。両親ともにフルタイム
勤務＞パートタイム勤務＞求職中といったように、保育の必要性が高いお子さんが優先されます。（＊選考
基準については、市ホームページをご覧ください。）

Ｑ１：申込みをすれば必ず入園できますか？

Ａ２：一斉申込期間中に予約の申込みを行ってください。産休・育休明けによる職場復帰が決まっている、お子
さんが1歳になる月から求職活動を始めたい等、年度途中（4月以外の月）での入園を考えている場合には、
一斉申込期間中に必ず入園申込みを行ってください。なお、産休・育休明けの場合、職場復帰月からの入
園（予約）となります。（職場復帰日の確認のため、復帰予定日が記載された就労証明書の提出が必要です。）
※育児休業の対象児童以外のお子さんの入園を希望する場合は、職場復帰前に入園が可能です。（P11をご確
認ください。）
☆近年、10月以降に入園を希望される場合は、可能なら3月までの育児休業の延長をお願いしています。年
度途中の入園が難しい状況が続いていますので、ご協力をお願いいたします。

Ｑ２：年度途中（4月以外の月）の入園申込みはできますか？

Ａ７：集団保育が可能と診断されているお子さんは入園できます。ご相談ください。
Ｑ７：心身に障がいや疾病がある子どもも入園できますか？

Ａ８：基本的に、全園で除去食の対応をとるとともに、医師の診断書に基づき代替食の対応を行っていますが、
重度のアレルギー等で対応できない場合は、ご家庭にお弁当のお願いをすることもありますのでご了承く
ださい。

Ｑ８：子どもが食物アレルギーです。対応している園はありますか？ 給食はどうなりますか？

入園申込みについてのよくある質問

Ａ：越前市内の施設への入園が基本です。しかし、特別な理由がある場合のみ、越前市外の園に入園可能となる
場合がありますが、希望施設のある市町村にお住まいのお子さんが優先となるため、必ず入園できるとは限
りません。まずはこども家庭課にご相談ください。

Ｑ：越前市外の認定こども園・保育園に入園できますか？

市外の園への入園（広域入所）を希望する方へ

Ａ６：翌年4月時点での転園が可能です。新年度入園募集時に、園で配付された現況届を添えて新規入園の方と
同じように申込みをしてください。年度途中の転園の申込はできません。また、申込数によっては、希望
施設に必ず転園できるとは限りませんので、ご了承ください。

Ｑ６：入園した後、他の園に転園はできますか？

Ａ３：一斉申込期間内に申し込みをされた場合は、先着順ではありません。
Ｑ３：先着順ですか？

Ａ４：一斉申込期間を過ぎてからも入園申込みは随時受け付けています。ただし、期間内に申込みをされた方
より優先度は低くなります。

Ａ５：一斉申込期間内に申込みされた方より優先度が低くなるため、入園は非常に難しいです。しかし、入園
申込みをしていただかないと入園調整の対象にならないので、まずはこども家庭課に相談いただき、申
込手続きを行ってください。

Ｑ４：一斉申込期間終了後は申込みできないのですか？

Ｑ５：一斉申込期間終了後に申込みをした場合でも入園はできますか？
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出産予定の方・出産後育児休業を取得予定の方へ

育児休業を取得する場合、9月から短時間

に変更することで、翌々年の6月末まで継

続入所が可能。

出産を機に退職した場合、９月から短時

間に変更。その後、12月末で退園。ただ

し、認定こども園に在園している３歳以

上児に限り、1月から幼稚部に変更するこ

とで、継続入所が可能。

Ａ２：入所基準は下記のとおりとなっています。

★上のお子さんの入所基準

Ｑ２：出産を予定しています。上の子を保育園に預けることはできますか？

Ａ３：この場合、変更後の職場復帰月の入園になります。ただし、施設の受入体制を確認したうえで予約を受け
ていますので、対応できない場合もあります。（特に入園月が早まる場合）早めにこども家庭課へご連絡く
ださい。

Ｑ３：8月職場復帰予定で8月入園の予約をしましたが、職場復帰月が変更になりました。入園月はどうなりますか？

Ａ１：育児休業明けの入園を希望される場合は可能です。育休取得後の職場復帰が令和6年3月末までに決まって
いる場合は、必ず一斉申込期間中に入園申込みをしてください。ただし、出産月が予定より前後した場合、
施設の受入可能年齢や受入状況によっては、入園月が当初の予約月よりも前後する場合があります。
申込書に記載した入所希望月に変更が生じた場合は早めにこども家庭課へご連絡ください。

Ｑ１：子どもがまだ生まれていない場合でも、申込みはできますか？

（例１）上の子2人（3歳児と2歳児）が保育園・認定こども園（保育部・標準時間）に通っているお母さん

　　　　　が、6月に第3子を出産した場合。

8月末まで保育部・標準時間

事　由 基　　　　　　　　準

育児休業
（職場復帰予定あり）

産前 1か月から産後 2年まで保育認定が可能。ただし、産後 3か月目から産後 2年までは保育必要
量が短時間に変更になります。（認定こども園の 3歳以上児は幼稚部の選択も可能）
※育児休業を 2年以上取得する場合は、産後 2年で退園し、職場復帰に合わせて再入園となります。
※産後 7か月目以降、職場復帰予定がなくなった場合は、退園となります。

妊娠・出産
（職場復帰予定なし）

産前 1か月から産後 6か月が経過する月の末日まで保育認定が可能。ただし、産後 3か月目から産
後 6か月までは保育必要量が短時間に変更になります。

（例２）保育園・認定こども園等に通っていないお子さん２人（３歳児・０歳児）がいる、お母さん（お父さん）

が、７月に１歳になる下の子の育児休業が明けて職場復帰をする場合。

上のお子さんは４月から保育短時間での入園が可能です。下のお子さんは７月から入園が可能で、お母さ

ん（お父さん）の勤務時間に応じて、保育標準時間又は保育短時間での入園となります。育児休業の延長

をして、下のお子さんが７月に入園しなかった場合でも、上のお子さんは、下のお子さんが２歳になる月

の末日まで在園が可能です。
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求職活動を予定している方へ

Ａ１：可能です。ただし、入園後2か月以内に就労先が決定しない場合は原則として退園となります。また、育
休明けの職場復帰が決まっている方や内定のある方に比べて優先度は低くなります。

Ｑ１：これから求職活動をするという場合でも入園できますか？

12月末までに勤務先
が決まれば、教育・保
育給付認定変更申請書
と就労証明書を提出
し、継続入所。

12月末までに勤務先

が決まらなければ、退

園届を提出し、退園。

教育・保育給付認定変更申請書

と就労誓約書を提出すること

で、11月・12月の2か月間を

求職活動期間として保育認定。

（例）

10月末で今の仕事を辞めて、

新しい仕事を探す予定です。

Ａ２：12月末時点の状況で選考を行うため、12月末までに勤務先が内定した場合は、必ず12月中にこども家庭課
までご連絡ください。優先度が上がります。入園調整の作業の都合により、1月以降に勤務先が内定して
も選考に反映されませんので、ご了承ください。

Ｑ２：求職活動で申込みをしていましたが、勤務先が内定しました。選考に影響しますか？

Ａ３：年度途中に退職された方で、その後も保育を希望される場合は、必ずこども家庭課もしくは利用中の施設
に申し出てください。その際、教育・保育給付認定変更申請書と就労誓約書の提出をしていただき、退職
した月の翌々月の末日まで求職活動期間を設けます。期日までに就労先が決定しない場合は原則として退
園となります。（ただし、認定こども園の３歳以上児は幼稚部で継続が可能。）就労先が決まりましたら、
こども家庭課にご連絡いただき、教育・保育給付認定変更申請書と就労証明書を提出してください。また、
在職中に転職活動を行い、就労先が変更となる場合も就労証明書の提出が必要です。

Ｑ３：入園後、途中で仕事を辞めたらどうなりますか？

（R3.9 改訂）

  年  月  日
越前市長 殿

住 所：              
氏 名：             
連絡先：       
児童との続柄：    

就 労 誓 約 書

私は下記のとおり求職活動・起業準備を行っています（行う予定です）。
継続して求職活動・起業準備することを誓約し、就労が決定次第、就労証明書等を提出いたします。
なお、２か月以内に就労先が決まらない場合又は、起業できない場合において、退園となっても異

議ありません。

記
１ 求職活動・起業準備の時期

①入園希望者はこちらに記入
□活動予定　　   □入園次第、求職活動・起業準備を行う予定

□   年  月  日から求職活動・起業準備を行う予定
□現在活動中      年  月  日から求職活動・起業準備を行っている

②在園児はこちらに記入
　□離職し、求職活動・起業準備を行う

年  月  日退職（退職予定）後、求職活動・起業準備を行う

　□離職以外の理由により、求職活動・起業準備を行う
年  月  日から求職活動・起業準備を行う

２ 求職内容又は起業後の内容
（１）希望の勤務時間 午前・午後   時   分～午前・午後   時   分
（２）希望の勤務日数 週   日勤務

３ 園名                             
（入園希望者は第一希望の園をご記入ください） 

４ 児童名                    年  月  日生（  歳）

               年  月  日生（  歳）

               年  月  日生（  歳）

この誓約書は、保育施設への入所等についての判断を行うための重要な書類です。必要事項に記入漏れがないように、また正確に記入をお願
いいたします。なお、記載内容に訂正があり本誓約書を作り直すことが難しい場合は、訂正する箇所を二重線で消した後、記入者の印により
訂正印を押印してください。（修正液等での訂正は不可）記載内容について問い合わせることがありますので、ご協力をお願いいたします。記
載内容に虚偽・不正が判明した場合は、児童の保育施設等への入所が取消しとなります。
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認定こども園・保育園等に関すること

Ａ１：公立園は市が、私立園は社会福祉法人等が設置・運営をしています。どちらも国が定めた基準を備え運営
されていますので、原則としてその内容に大きな違いはありません。ただし、３歳以上児の給食費、特別
な活動（スイミング、茶道等）など、施設ごとに実費徴収金が異なります。詳しくは、入園希望の施設に
ご確認ください。

Ｑ１：私立と公立の施設では何が違いますか？ 

（例） 

今は保育短時間で大丈夫だけど、

5月から勤務時間が延びるので、

16時までにお迎えに行けなくな

ってしまう・・・

教育・保育給付認定変更申請書

この申請書を4月中に

提出することで、5月

からの保育時間を変更

することができます。

なお、変更する理由を

証明するもの（就労証

明書等）も必要です。

Ａ２：あります。慣らし保育を行う時期については、内定後に施設にご確認ください。

Ｑ２：入園後に慣らし保育はありますか？

Ａ４：結婚の場合、届け出をした翌月から、配偶者となった方も保育料の算定対象となります。離婚の場合、届
け出をし、住民登録している住所が別となったことがわかった翌月から保育料の算定対象者を変更します。
必ずこども家庭課までご連絡ください。

Ｑ４：結婚・離婚したら保育料はどうなりますか？

Ａ５：各施設にて受付をしています。施設側に受け入れる余裕があれば利用可能ですが、受入年齢がP 4の表と
異なる場合があります。利用前に事前予約も必要になりますので、詳しくは各施設にお問い合わせくださ
い。なお、利用は最大でも週3日（3回）で、どこにも入園していないお子さんが対象となります。

Ｑ５：一時預かりを利用したいのですが、手続きはどこでできますか？

Ａ３： 勤務先や勤務時間の変更等により、保育標準時間⇔保育短時間の変更が可能です。就労証明書等、印鑑（訂
正が必要な場合に使用）を持参の上、こども家庭課もしくは利用中の施設にて変更申請を行ってください。
ただし、申請の翌月からの変更になります。また、１号認定（幼稚部）⇔ ２号認定（保育部）の変更も可
能です。

Ｑ３：保育標準時間と保育短時間の変更はできますか？ 認定こども園の場合、1号認定（幼稚部）と2号認定
（保育部）の変更はできますか？

教育・保育給付認定変更申請書

   年  月  日
越前市長 殿

                       申請者 住 所：                     

氏 名：

連絡先：           　 　 　  児童との続柄：   

次の１～４をご記入ください。（幼稚部から保育部に変わる方は裏面の５もご記入ください。）

１．対象児童

児童

氏名 生年月日 園名

 年  月  日

 年  月  日

 年  月  日

２．給付認定の変更に係る事項 ※右欄の必要書類を添付してください。

変更内容をチェックしてください 必要書類（①②は両方提出してください）

□勤務先または勤務時間が変更となるため お勤めの場合：就労証明書

自営業の場合：①就労証明書 ②就労状況（自営）申告書

農業の場合：農業等申告書
□採用内定

□離職し求職活動を行うため 就労誓約書

□介護・看護を行うため ①介護・看護状況報告書

②被介護者の障害手帳・療育手帳、介護保険被保険証の写し、

もしくは診断書

□産後 2 か月経過のため 職場復帰日の記入された就労証明書（産後 6 か月以内に提出）

□疾病・障がいを負ったため 障害者手帳もしくは療育手帳の写し

診断書（手帳等をお持ちでない方）

□妊娠・出産のため

（出産予定日：  年  月  日）

①出産予定日が分かるもの

②妊娠・出産理由での入園に係る誓約書

□就学のため 在学証明書

□世帯状況が変更したため （ 結婚・離婚・

祖父母との同居・祖父母との別居・その他　 ） 

不要

□災害復旧に当たるため 罹災証明書の写し

□その他 （               ） 市が指定する書類

※幼稚部（1 号認定）から保育部（2 号認定）に変更となる場合は、裏面の５．世帯状況の欄も記入してください。

３．変更日 ※申請月の翌月 1 日から。

４ 保育必要量の変更（有・無のどちらかを〇で囲んでください。有の場合変更後の項目を〇で囲んでください。）

保育必要量

の変更

有・無

↳有の場合：変更年月日から「教育標準時間(幼稚部)・保育標準時間・保育短時間」へ変更申請します。

〈裏面に続く〉裏面の注意事項を必ずお読みください

変更年月日      年   月 １日からの変更を申請します。
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国高保育園
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浪花認定こども園浪花認定こども園

消防署

日
　野
　川

公

文化センター
体育館

武生高校
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越前警察署

日
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村国公園大虫児童館
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越前市全体図
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かこさとし
ふるさと絵本館「石石」
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越
前
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所
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…地区公民館
　…小・中学校
公

凡　例

14

認定西こども園認定西こども園

武生中央公園
だるまちゃん広場

市民プラザたけふ
・子ども・子育て総合相談室
・子どもセンターピノキオ
 （子育て支援センター）

・てんぐちゃん広場

シピィ
・一陽

（子育て支援
　 センター）

なのはな保育園なのはな保育園

（令和4年9月1日時点）

武生商工高校
（商業キャンパス）
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⑤　３月（４～９月入園希望者） ⑤　６月（１０～３月入園希望者）
4 ～５月入園児童には、3月
上旬に支給認定証・入所承諾
書を送付します。（6月以降入
園児童には、入園月上旬に園
よりお渡しします。）

令和5年度の入園について意
向調査を実施し、入園の調整
を随時行います。

内
定
者

保
留
者

入園月上旬に、支給認定
証・入園承諾書を園よりお
渡しします。

令和5年度の入園について
意向調査を実施し、入園の
調整を随時行います。

内
定
者

保
留
者

④
入所内定通知書・
入所保留通知書の送付

②　11月～12月
書類審査（2号・3号認定）

提出された書類により、ご家庭で保
育できない程度を市が審査します。
※新型コロナウイルス対策のため、

面接審査は行いません。
※提出書類に不明・不備な点があり

ましたら市から連絡いたします。

越前市こども家庭課　０７７８（２２）３００６

目　次

令和５年度　認定こども園・保育園等園児募集案内

認定こども園・保育園等とは
◆ 認定こども園

幼稚園と保育園の両方の機能や特徴をあわせ持つ施設です。保護者の就労に関係なく利用可能（0 ～ 2歳児は保育部のみの
利用となるため、保育の必要性に該当することが必要）である他、地域の子育て拠点としての役割も担っています。

◆ 保育園
保護者や同居の親族が仕事や病気などによりご家庭でお子さんを保育できない場合に、保護者にかわって保育することを目
的とした児童福祉施設です。そのため、家庭で保育できない事情がある場合にのみ利用できます。

◆ 小規模保育事業所（地域型保育事業所）
定員19人未満で、0 ～ 2歳児のみの保育を行う施設です。市が認可しており、入園調整や保育料の決定などは、認定こども
園や保育園と同様に市が行います。

1

認定申請・入園申込の流れ（令和５年度の一斉申込）

＊注　選考基準については、市ホームページをご覧ください。

①　10月～11月
申込書および必要書類の提出

申込期間内に申込書と必要書類
を提出してください。
【10/17～ 11/11】

③　１月
入園調整

・2号、3号認定…選考基準（＊注）
による入園の調整を行います。

・1号認定…申込人数が定員を超え
た場合は、施設が選考を行いま
す。

認定こども園・保育園等とは ‥‥‥ 1ページ
認定申請・入園申込の流れ ‥‥‥‥ 1ページ
（令和５年度の一斉申込）
利用可能な施設について ‥‥‥‥‥ 2ページ
保育の必要性の認定、
教育・保育の必要量について ‥‥‥ 3ページ
認定こども園・保育園等一覧 ‥‥‥ 4ページ
利用者負担額（保育料）について ‥‥ 5ページ
給食費（副食費）について ‥‥‥‥ 5ページ

入園申込に必要な書類 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 06ページ
入園申込方法について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 7ページ
越前市に転入予定の方へ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 7ページ
入所申込書の記入例 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8～ 9ページ
入園申込みについてのよくある質問 ‥‥‥ 10ページ
市外の園への入園を希望する方へ ‥‥‥‥ 10ページ
出産予定の方・出産後育児休業を
取得予定の方へ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11ページ
求職活動を予定している方へ ‥‥‥‥‥‥ 12ページ
認定こども園・保育園等に関すること ‥‥ 13ページ
園位置図 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 14ページ

2月上旬　4～5月入園希望者に送付
2月下旬　6～9月入園希望者に送付
6月上旬 10～3月入園希望者に送付

越前市 子育て応援誌 

（PDF版） 

R4. 10

越前市では「子育て応援誌」を毎年発行しています。

子育て支援センター、親子教室、一時預かり事業、子どもの遊び場など、

市内の子育て支援事業や施設などを紹介しています。

また、子育て世帯への給付金の紹介など、子育てに欠かせない情報が満載です。

市のホームページに掲載しているのでぜひご活用ください。

家庭での保育を応援しています

屋外のだるまちゃん広場、屋内のてんぐちゃん

広場、どちらも無料で利用できます。イベント

も行われています。地域子育て支援センターと

あわせてご利用ください。

だるまちゃん広場・てんぐちゃん広場
親子ひろばや育児相談などを行っています。現

在、市内に５か所のセンターがあります。

ピノキオ（てんぐちゃん広場内）

フォルマシオーン（国高保育園内）

いまだて（認定こども園あわたべ内）

一陽（ショッピングセンターシピィ２F）

ハーツきっずたけふ

地域子育て支援センター

世帯第３子以降の０～２歳児で、認可外保育施

設に入所しているお子さんの利用料を、月額２

万円を上限に助成します。

施設に支払われた後で、こども家庭課にて申請

を行ってください。

認可外保育施設利用料を助成します！

第２子以降の満３歳未満のお子さんを家庭で保

育する世帯に手当（月1万円）を支給していま

す。※こども家庭課にて申請が必要です。

支給対象者①（次の要件すべてに当てはまること）

・お子さんが０歳または２歳

・育児休業給付金を受給していない世帯

・世帯年収360万円未満相当

支給対象者②

・お子さんが1歳

※お子さんが1歳の場合は育児休業給付金の受

給や世帯年収に関係なく支給対象となります

・一時預かり事業

市内の保育園・認定こども園で就学前のお子

さんの一時預かりを実施しています。保護者

のリフレッシュ目的でも利用可能です。２子

目以降のお子さんについては利用料の減免制

度があります。

・すみずみ子育てサポート事業

家庭での保育が困難な時に、以下の事業所で

一時預かり等を行います。料金は１時間単位

で、月７０時間までは１時間につき350円

（２人以上お子さんがいる世帯は700円）

を市が助成します。

【一時預かり】

NPO法人子どもセンターピノキオ

ハーツきっずたけふ 

医療法人野尻医院　てまり

【送迎・生活支援】

県民せいきょうきらめきくらしのサポート

※ご利用については、各施設に直接お問い合わ

せください

在宅育児応援手当をご存じですか？ 一時預かりを行っています！

子育てを後押しし、子育て不安の解消や仕事と家庭生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

を図るため、育児休業の取得や家庭での保育を応援します。

子育てを後押しし、子育て不安の解消や仕事と家庭生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

を図るため、育児休業の取得や家庭での保育を応援します。




