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１．「保育の必要性」の認定について

施設などの利用を希望する場合は、お住まいの市町村から利用のための認定を受ける必要があ
ります。※私学助成の幼稚園を利用する場合は認定は不要です。

認定区分 児童の年齢と保育の必要量 利用できる施設

１号認定(教育認定) 満３歳以上で教育を希望
幼稚園

認定こども園(教育部分)

２号認定(保育認定)
３歳以上で、保育を必要とす
る事由に該当し、保育を希望 保育所(園)

認定こども園(保育部分)
３号認定(保育認定)

３歳未満で、保育を必要とす
る事由に該当し、保育を希望

保育認定（２号・３号）にあたっては、保護者に次のいずれかの事由があり、常時保育が必要
な状態にあることが必要です。また、保護者の状況に応じて「保育標準時間」と「保育短時
間」のいずれかの認定を受けます。
「集団生活を経験させたい」「教育を受けさせたい」などの方は、１号認定となります。

保育が必要な事由 区分（目安）
施設利用可能

時間

就労

児童の保護者が家庭の内外
で仕事をする(月64時間以
上)ことが常態
(フルタイム、パートタイ
ム、夜間、居宅内労働な
ど)

120時間以上/
月※

保育標準時間 最大11時間/日

64時間以上
120時間未満/
月※

保育短時間 最大8時間/日

妊娠・出産 産前６週・産後８週 保育標準時間 最大11時間/日

保護者の疾病・障がい 保育標準時間 最大11時間/日

同居又は長期入院等している親族の介護・看護 状況により決定

災害復旧 保育標準時間 最大11時間/日

求職活動 保育短時間 最大8時間/日

就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) 状況により決定

虐待やDVのおそれがあること 保育標準時間 最大11時間/日

育児休業

すでに保育を利用している
児童で、保護者が育児休業
復帰後も継続して保育が必
要と認められる場合

下の子が満１
歳に到達する
年度末まで

保育短時間 最大8時間/日

※利用可能時間は、施設が開所している時間内の範囲での利用となります。
※120時間以上/月であっても、勤務時間帯によっては保育短時間認定となる場合があります。
※120時間未満/月の就労であるが、通勤や始業時間の都合により保育短時間が適さない状況の場
合はご相談ください。



２．入所申込みについて

１．受付

＜受付期間＞
（一次選考）

令和４年１０月１３日（木）～１０月２６日（水）※土日祝日を除く

＜受付時間＞ ８時３０分～１２時，１３時～１７時１５分 (１２時～１３時を除く)

＜受付場所＞ 役場別館 こども教育課 子育て支援係

※受付期間以降の受付について（二次選考）

令和４年１０月２７日（木）～令和５年１月６日（金）まで

※二次選考の結果は、2月頃を予定しています。

（２）令和５年５月以降入所申込（毎月入所審査実施）

＜受付期間＞
令和５年３月２０日（月）～入所を希望する月の前月１０日

（土日祝の場合は前平日）まで

＜受付時間＞ ８時３０分～１２時，１３時～１７時１５分 (１２時～１３時を除く)

＜受付場所＞ 役場別館 こども教育課 子育て支援係

（１）令和５年４月以降入所予約

◎対象者

・令和５年度４月入所予約を希望する方

・産休・育休明け(同じ職場に復帰)のため、令和５年度５月～１月の入所予約を希望する方

★注意★

※育児休業後の入所は職場復帰月からですが、復帰日が1日～14日の場合、前月を選ぶことも

できます。

※入所は毎月１日からです。月途中からの入所はできません。

※令和６年２月・３月の入所を希望することはできません。

※認定こども園野木幼稚園への入所をご希望の方は、直接園にお申込みください。

また、認定こども園野木幼稚園とこども教育課へ重複して申込むことはできません。

例：認定こども園野木幼稚園へ申込みし、かつ、〇〇保育園を第１希望としこども教育課へ

同時に申込むことはできません。

※退職や勤務が月６４時間未満となった等の場合は予約取り消しとなります。

※出産前でも要件を満たしている場合は、予約申込みができます。

出産前の場合、誓約書(求職)ではお申込みいただけません。

出産前の予約申込みができるのは、野木町にお住まいで、野木町内の園にお申込みされる

方のみです。

※出産前の予約申込みは、一次選考のみとなります。

※申込受付は、土日祝日、年末年始を除く８時３０分～１７時１５分
（１２時～１３時を除く）



２．申込みから入所までの流れ

①入所申込み書類の入手 こども教育課窓口・野木町ホームページにて入手できます。

②入所申込み書類の準備

＜必要書類＞

□ １．保育所入所申込書

□ ２．支給認定申請書

□ ３．家庭状況届

□ ４．保育所等入所申込意向確認書

□ ５．保育を必要とする事由を確認するための書類（以下のいずれか）

※18歳以上~65歳以下の同居家族全員分が必要です。

□ 就労証明書（自営の場合は就労状況申告書）

※証明書の発行日の記入が必須となります。

※自営業・農家の方は、税の申告書B（第一表）の写（開業１年目の場合は開業

届の写）を添付してください。（自営業専従者の方は、自営業主の方の申告書

Ｂ（第一表、第二表の写も添付してください。）

□ 学生証の写

□ 診断書等

※保護者の疾病、けが、障がい等や、親族の看護や介護のために児童の保育ができ

ない場合、家庭での保育ができない旨の医師の診断書が必要になります。

□ 誓約書（求職活動等により就労証明書を提出できない場合）

□ ６．母子手帳の写（出産前の予約申込みをする方のみ）

※表紙及び出産予定日の記載されているページの写しを添付してください。

※出産前の予約申込みをされた方は、出産後は必ずこども教育課にて「児童名」「生

年月日」等を申請書に記入してください。出産した日から３ヶ月以内に記入されな

い場合、書類不備とみなし申請が取り下げになる場合があります。

□ ７．確認事項チェックリスト

★園の見学について

新規で申込みされる場合は園の見学をお願いしています。お子さんが事前に園の雰囲気を知るた

めの大切な機会になります。申請書提出後でも可能ですので、ご協力お願いいたします。

見学の日時等については園に直接ご確認ください。



◆入所できる場合

入所内定書（園で面接後「入所承諾書」を通知します。）

支給認定書

◆入所をお待ちいただく場合

保育所保留通知書

支給認定書

※令和５年度中に定員に空きが出た場合は、こども教育課からご連絡いたします。

※入所申込み取消しの場合は、こども教育課までご連絡ください。

※申込み書類の有効期限は令和５年度（令和5年4月～令和6年1月入所分）の審査までとなります。

５月以降の審査についても継続し、各月の申込者と一緒に審査されます。申込み書類の記載事項

に変更があった場合は、各月締切日までにこども教育課窓口にて書き換えてください。

～入所内定書が送付された方～

⑥入所保育園でのオリエンテーションと面談（令和5年2～3月）

日程は各園から通知されます。

※入所後はお子様が環境に順応するため「慣らし保育」のご協力をお願いしています。慣ら

し保育の期間については、各園でご相談ください。

※入所前の慣らし保育期間はありません。

③書類の提出(こども教育課 子育て支援係まで)

※証明書等は発行から3ヶ月以内のものを提出してください。

※書類不備の場合は受付ができませんのでご注意ください。

※きょうだい同時申込をされる方は、人数分の申請書が必要となります。就労証明書・診断書等は

原本１部と足りない人数分のコピーをご持参ください。（役場ではコピーを受け付けていませ

ん。）

※申込み書類の記載事項に変更が生じた場合、速やかにこども教育課へご連絡ください。(転職、

退職、離婚、死亡、転居など)

④入所審査

提出された書類をもとに、就労状況、児童・家庭の状況を考慮し、総合的に審査いたします。人
数によっては入所をお待ちいただく場合があります。年度途中につきましては、毎月の申請受付締め
切り後、入所審査を行います。

⑤審査結果通知発送（令和5年1月上旬頃）

審査結果は1月上旬までに通知する予定です。決定状況によって送付される書類が異なります。

※育児休暇の延長をされた場合、入所月や保育認定に変更が生じる場合がありますので、

必ずこども教育課までご連絡ください。



⑧入所

※欠席について

お子さんのケガや疾病等のやむをえない理由以外で園を欠席し、登園数が著しく少ない状況
(例：１ヶ月あたりの登園時間が就労証明書が有効となる月６４時間を下回る等)が続いた場合、
保育の必要性がないとみなし、退所となります。

★産休・育休明けで復職をされた方★

復職後すみやかに復職証明書を提出ください。また、復職日が変更となる場合は、変更内容
によっては認定が変更になる場合がございますので、すみやかにこども教育課へお申し出くだ
さい。

★入所中に退職をされた方★

退職されたら２週間以内に「誓約書」を提出ください。退職日から６０日以内に就労し、
「就労証明書」を提出してください。６０日以内に就労が開始できない場合は、退職から６０
日後の月末までで退所となります。

⑦利用者負担決定通知書(保育料のお知らせ)の発送（令和5年3月中旬頃）

利用者負担決定通知書

副食費免除通知書（対象者のみ）



３．広域入所について

広域入所とは他市区町村の保育所に入所することをいいます。その際に必要な連絡調整を町
が窓口となって行っています。

◆野木町にお住まいで、野木町以外の保育所等を希望する場合

市区町村によって広域の入所要件や受付期間が異なりますので、希望保育所のある市区町村
にお問い合わせのうえ、お早めにこども教育課へご相談ください。

該当の市区町村に勤務している方、もしくは転出を予定している方が対象となります。

※転出予定の方は、転出先の住所がわかるもの(土地の権利書や賃貸の契約書等)をご提出くだ
さい。

※市区町村によっては上記以外の要件で申込める場合や、必要書類が異なる場合もあります
ので、希望先の市区町村に必ずご確認ください。

【申込み場所】 野木町こども教育課 子育て支援係

◆野木町外に住所がある方

申込み時点で住所のある市区町村の保育担当課で申込みを行ってください。書式はお住まい
の市区町村のものをご利用ください。

◆野木町外に住所があるが、野木町への転入を予定している方

申込み時点で住所のある市区町村の保育担当課で申込みを行ってください。書式はお住まい
の市区町村のものをご利用ください。転入予定の方は入所日の前月末日までの住民登録が必要
です。住民登録がない場合は、入所の内定が取り消しになります。

転入後は野木町の様式で再度申込書をお書きいただく必要がありますので、必ずこども教育
課にお立ち寄りください。

＜実施期間＞

入所期間は1年間となります。ただし、1年ごとに家庭や就労の状況を調査し、必要な方は継
続して申込ができます。入所の可否は、野木町と該当市区町村での判断となるため、継続でき
ない場合もあります。

＜申込みから入所までの流れ＞野木町にお住まいで、野木町以外の保育所等を希望する場合

①申込書類一式と必要書類を野木町こども教育課に提出

②野木町こども教育課から該当する市区町村に入所の協議

③該当する市区町村から野木町こども教育課に審査結果通知

④野木町こども教育課から申込者に審査結果の通知

※第一希望が広域の園の場合、該当する市区町村での審査後の結果通知となるため、町内園
のみをお申込みの方とは結果通知の発送時期が異なります。

⑤入所できる場合、園でオリエンテーション・面談の実施

⑥利用者負担決定通知書(保育料のお知らせ)

⑦入所



３．保育料・副食費について

１．保育料算定・副食費の免除判定について

◆保育料

０～２歳児のお子さまの保育料は、保護者の市町村民税所得割課税額の合算額に応じた階層
区分によって決まります。一般世帯の階層ごとの保育料は次表のとおりです。ご家庭の状況に
よっては軽減措置の対象になることがあります。詳しくは町ホームページ「野木町保育料基準
表」をご覧ください。

◆副食費

３～５歳児のお子さまについては、保育料は無料となりますが、副食費（おかず相当分）は
保護者負担となります。副食費は園にお支払いいただきます。ただし、保護者の課税の状況や、
家族の状況に応じて副食費が免除される制度があります。対象の世帯については別途通知しま
す。

階層区分

定義 ３歳児以上 ３歳児以上

生活保護世帯 0 0

市町村民税非課税世帯 0 0

市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯 0 0

市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯

市町村民税所得割課税額97,000円未満の世帯

市町村民税所得割課税額169,000円未満の世帯 0 0

市町村民税所得割課税額301,000円未満の世帯 0 0

市町村民税所得割課税額397,000円未満の世帯 0 0

市町村民税所得割課税額397,000円以上の世帯 0 0

48,800

49,400

３歳児未満

35,000

48,000

50,000

51,000

0

0

12,800

23,400

34,400

47,100

保育標準時間 保育短時間

階層 ３歳児未満

第１

第２

第３

第４

0

0

13,000

24,000 0 0

第５

第６

第７

第８

同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園又は認定こども園に入所している場合、入所し
ている児童のうち最年長から順に1人目は全額、2人目は半額、3人目以降は無料となります。

※お願い※

保育料については、以下の金融機関での口座振替とさせていただきますので、ご協力の
程よろしくお願いいたします。
口座登録のための「口座振替依頼書」は、入所内定後にお渡しいたします。

＜取り扱い金融機関＞
・足利銀行
・栃木銀行
・足利小山信用金庫



４．よくある質問（Q&A）

No. 質 問 回 答

１

世帯が別で同居している親族がいます。申
込書には申込児童の世帯のみ記入すればい
いですか？

同一住所の方全員分のご記入が必要です。
また、同一住所の18歳以上65歳以下の方に
ついては就労証明書等の添付が必要です。

２

4月上旬に復職予定です。3月からのならし
保育はありますか？

3月からのならし保育はありません。4月中
に復職予定の方は、4月1日入所のみとなり、
入所と同時にならし保育を行います。5月
以降に復職予定の方は、上旬（1～14日）
復職の場合、前月から入所をご希望いただ
けます。

３

就労時間が月120時間未満になるが、通勤
時間を含めると保育短時間の時間に送迎が
できません。保育標準時間にすることはで
きますか？

通勤や開始時間の都合により保育短時間が
適さない場合は、保育標準時間で認定する
場合があります。その場合、就労状況や通
勤に関して具体的にお伺いする必要がござ
いますので、こども教育課へご相談くださ
い。

４

きょうだいで申込をする場合、就労証明書
等は人数分必要ですか？

勤務先に人数分の証明をしていただく必要
はありませんが、必要枚数をコピーしてい
ただき、それぞれの申込書に必ず添付して
ください。

５

就労証明書に押印箇所がありません。就業
先の押印は不要ですか？

押印は不要です。なお、内容について記載
者に確認する場合がございますので、必ず
就業先で発行し、漏れのないようご記入を
お願いします。特に、証明日の記載漏れに
ご注意ください。

６

町内在住でA市勤務ですが、職場への通勤
途中にあるB市の園への入所は可能です
か？

町外の園への入所対象者は、①希望園の市
区町村に勤務している方②希望園の市区町
村へ転出予定の方になります。そのためこ
のケースの場合は、B市での勤務や転出予
定ではないため入所申込をすることはでき
ません。

７

離婚を前提として別居をしていますが、そ
の場合でも両親の就労証明書等が必要です
か？

離婚が成立していなければ、両親の証明書
が必要です。離婚協議中の場合は、協議中
であることがわかる書類（調定申立書の写
し等）と申請者分の証明書を提出してくだ
さい。また、離婚が成立した場合は保育料
等が変更になる場合がございますので、す
みやかにこども教育課までお申し出くださ
い。

８

自営業ですが、どの証明書を提出したらい
いですか？

自営業の方については、「就労状況申告
書」を提出してください。また、自営業主
の方は、税の申告書（第一表）の写、自営
業専従者の方は、自営業主の税の申告書
（第一表、第二表）の写を添付してくださ
い。また、開業１年目の場合は開業届の写
を添付してください。



No. 質 問 回 答

９

入所ができなかった場合、毎月申込する必
要がありますか？

年度内は継続して審査を行いますので、再
度申込いただく必要はございません。次年
度も継続して入所希望の場合は、次年度の
入所申込の受付期間に再度申込をしてくだ
さい。

10

仕事を辞めてしまいました。保育園はいつ
まで入所できますか？

退職されたら「誓約書」を提出いただき、
退職から６０日以内に就労し、就労証明書
を提出してください。６０日以内に就労が
開始できない場合は、退職から６０日後の
月末までで退所となります。

11

すでに入所している子どもがおり、出産予
定です。産休・育休を取得する予定ですが、
入所中の子どもはいつまで入所できます
か？

育休明けに同じ職場へ復帰する場合は、生
まれてくるお子様が満１歳に到達する年度
末までは継続して入所できます。それまで
に復職されない場合は一旦退所となります。


