
 

1 

安曇野市  こども園幼稚園課 
（本庁舎１階１６番窓口） 
 

 〒399-8281 安曇野市豊科6000番地 

 T E L：0263-71-2256（直通） 

 FAX：0263-72-2065    

 https://www.city.azumino.nagano.jp/site/hoikuen/ 

お使いの携帯電話・スマートフォンでＱＲコード 

を読み取るだけで、左記のＵＲＬが表示されます 
 

ポイント★ 

・各種提出書類（就労証明 

 書など）のダウンロード 

 が可能です 

・ガイドの内容や園の紹介 

 について、動画で説明を 

 しています 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、例年とは申込みの手続内容が一部異なります。 

令和４年９月時点 

令和５年度 

安 曇 野 

保 育  

ガ イ ド 

市 
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２ 市内の保育施設について 

※公立幼稚園は市内に１園あります。申込等の詳細は別冊の「幼稚園ガイド」をご覧ください。 

※公立の認定こども園は保育業務を民間に委託する予定の施設があります。詳しくは５６ページ 

 をご参照ください。 

１ お子さんの“園年齢”について 

クラス  生年月日 

５ 歳児クラス 年長  平成29年４月２日  ～  平成30年４月１日 

４ 歳児クラス 年中  平成30年４月２日  ～  平成31年４月１日 

３ 歳児クラス 年少  平成31年４月２日  ～  令和２年４月１日 

２ 歳児クラス 

未満  

 令和２年４月２日   ～  令和３年４月１日 

１ 歳児クラス  令和３年４月２日   ～  令和４年４月１日 

０ 歳児クラス  令和４年４月２日   ～ 

令和５年４月１日 

時点の年齢でクラス 

分けになるよ！ 

※令和５年４月１日通園可能予定保育施設 

 施設区分 公立 私立 入所申込先 施設一覧 

認 可 

認可保育所  １園 

安曇野市役所 57ページ参照 

認定こども園 １８園 ２園 

地域型保育施設（家庭的保育施設）  １園 

       （小規模保育施設）  ８園 

      （事業所内保育施設）  １園 

認可外保育施設   各認可外保育施設  ７園  56ページ参照 
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３ 保育の必要性の認定（支給認定）について 

★下記参照 ★下記参照 

＊１ 必要に応じて、一時預かりなどの支援が利用できます。（保育ガイド１５ページ参照） 

＊２ 新制度に移行していない幼稚園もあります。その園を利用する場合は認定を受ける必要はありません。 

『保育を必要とする理由』※保護者の双方が下記のいずれかの理由にあてはまる必要があります。 

 ①就労（月64時間以上働いている場合） 

 ②産前・産後（出産月を除く、産前3ヶ月、産後6ヶ月） 

 ③保護者の疾病・障がい 

 ④同居親族の介護・看護（月64時間以上介護・看護している場合） 

 ⑤震災等の災害復旧 

 ⑥求職活動中 

 ⑦就学（家庭の外で月64時間以上就学している場合） 

 ⑧ＤＶ・虐待 等  

支給認定とは、 

 幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育を 利用する際 に 必要 となる 

 受給資格 です。 

 お子さんの年齢 や 保育の必要性 に応じて、１号認定 から ３号認定 まで 

 ３つの区分 があります。 

 認定区分によって利用できる施設や時間が変わります。 

入園要件に該当しないため、 

認可保育施設への入園は出来 

ません。（※１） 

※お子さんの年齢は、 

 令和５年４月１日時点の 
 年齢です。 

「保育を必要とする理由」 

 に該当しますか？ 

「保育を必要とする理由」 

 に該当しますか？ 
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４ 保育料 等（利用者負担額）について 

◎利用者負担額の納付方法 
  各月の利用者負担額の納付期限は、毎月末日（12月のみ25日）です。 

  口座振替による納付を原則としています。 
 

  ●口座振替・・・口座振替依頼書により事前登録することで、毎月指定日に振替となります。 

          納め忘れがなく大変便利です。 

           ※定期振替：毎月末日（12月のみ25日）（休日の場合、翌営業日） 

           ※再振替 ：翌月１５日以降 
 

  ●現金納付・・・口座振替にできない場合は、納付書により指定金融機関 又は 市役所で納付してください。 

          各支所での納付も可能です。 

   

  １号認定 のお子さんの場合 

＋ ＝ 

 保護者の方に 

 支払っていただく 

 料金 

下記のとおり、利用者負担が発生いたします。 
 ※私立保育施設の場合、下記と異なる場合があります。 

  詳しくは、直接ご希望の保育施設へお問い合わせください。 

  

  ２号認定 のお子さんの場合 

  

預かり保育料 

※預かり保育料については、預かり保育を利用した場合にのみかかります。 

※長時間保育料については、長時間保育を利用した場合にのみかかります。 

給食費 

＋ ＝ 
 保護者の方に 

 支払っていただく 

 料金 

長時間保育料 給食費 

  

  ３号認定 のお子さんの場合 

  

 

  ３号認定のお子さんに係る保育料は、 

  保護者の所得割額に応じ、安曇野市利用者負担額一覧表のとおり決定されます。 
 

  ※注意事項※ 

    ①保護者の方の所得が未申告等の事由により不明の場合、 

      該当する年齢の 最高額の保育料で決定 することになります！ 

       ※未申告の場合や所得課税証明書の提出が必要な方で期限までに提出がない場合等 

 

    ②保育料賦課決定後に、修正申告等により所得割額に変更が生じた場合、 

      保育料については、賦課更正により、次月以降の変更 となります。 

       ※「保育施設等利用申込書記載事項変更届」を毎月25日までに提出するようお願いします。 

 
    ③月途中での入園・退園の場合、 

      当該月の利用日数が25日以上の場合は、１ヶ月分の料金が発生します。 

      25日未満の場合は、日割計算します。 

※長時間保育料については、長時間保育を利用した場合にのみかかります。 

＝ 
 保護者の方に 

 支払っていただく 

 料金 

長時間保育料 ＋ 
利用者負担額 

（保育料+給食費） 
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★お子さんにかかる利用者負担額を確認してみよう！ 

 Check！ 利用者負担額を確認するために必要な３つの要素 
 

   ①お子さんの園年齢 （※令和５年４月１日時点の年齢） 

   ②支給認定区分   （※保育ガイド２ページ参照） 

   ③保護者の所得割額 （※下記の手順により確認） 

「③保護者の所得割額」の求め方 

※ 毎年９月が、保育料等の切り替え時期となります。 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 10月 11月 12月 ３月 １月 ２月 

前期分保育料等 

令和４年度（令和３年所得）  

の市民税所得割額に基づく保育料 

令和５年度（令和４年所得）  

の市民税所得割額に基づく保育料 

後期分保育料等 

９月 

 手順② 所得割額を 見つける 。 

  保育料等算出根拠となる保護者の所得割額とは、 
 

    保護者の所得割額 ＝ 父親の所得割額 ＋ 母親の所得割額 
 

      ※ひとり親世帯の方は、その保護者の方の所得割額 

★市県民税を給与から天引き納付している方（特別徴収の方） 
 勤務先から通知された『給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定・変更通知書（納税義務者用）』の 

“税額”欄に記載の『市町村 所得割額⑥』の金額 

  

 保育料等算定における当該年申告において『寄附金税額控除』『外国税額控除』『配当控除』『住宅借入金等特別控

除』『配当割額・株式等譲渡所得割額』による控除があった方は、上記による市民税所得割を保育料算定における市民税

所得割額に適用する事はできません。（根拠法令：子ども・子育て支援法施行規則第21条） 

 手順③ 所得割額を 求める （算出する）。 

 手順① 対象となる所得割額対応年度を 確認する 。 

ここの金額です 

★市県民税を納付書により納付されている方（普通徴収の方） 
 市役所から通知された『市民税・県民税 納税通知書』の“税額の明細”欄に記載の 

 

『市民税所得割額』の金額 

ここの金額です 

     注意事項 ！ 

一部の控除に該当する場
合は例外です。以下の注
意事項をご覧ください。 

！ 

一部の控除に該当する場
合は例外です。以下の注
意事項をご覧ください。 

！ 
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階層 

区分     
階 層 内 容  

 預かり保育料 
※利用希望者のみ 

 給食費（副食費） 

公立 
（90分/月額） 

私立  
公立 

（月額）   
私立 

１  生活保護世帯    ０円 

各園の規定 

による 

０円 ０円 

+ 

2  市民税非課税世帯  ０円 ０円   ０円 

3  市民税所得割課税額77,10１円未満 1,500円 ０円 ０円 

4   市民税所得割課税額97,000円未満   1,500円 2,500円  

各園の規定 

による 
５  市民税所得割課税額169,000円未満  2,400円  2,500円   

６  市民税所得割課税額169,000円以上  3,000円  2,500円  

★安曇野市保育施設利用者負担額一覧表（１号認定） 

≪市独自減免≫ 
 多子世帯に対する給食費の無償化 
 

 （解説） 

  お子さんが３人以上いる世帯で、第３子目以降の 

  お子さんが通園している場合、第３子目以降の 

  お子さんの給食費を 無償化 します。 

※注意事項 

 当該軽減の適用にあたっては、『多子世帯保育料等軽減適用申告書』の 事前提出 が必要です。 

 入園申込と共に申告書の提出をお願いします。 

 軽減対象 

第３番目：園 児 第２番目：小学生 第１番目：中学生 

無償化 

◎支給認定：１号認定のお子さんの利用者負担額（月額） 

 軽減対象 

≪国減免≫ 
 多子世帯に対する給食費の無償化 
 

 （解説）  
  小学校３年生以下の範囲内において、お子さんが 

  ３人以上いる場合、小学校３年生以下の上のお子 

  さんからカウントして、３番目以降のお子さんの 

  給食費を 無償化 します。 
２番目：年長の子 ３番目：年少の子 １番目：小３の子 

無償化 

第１子 第２子 第３子 

◎下記に該当するお子さんは、給食費 が 無償化 されます。 
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◎支給認定：２号認定のお子さんの利用者負担額（月額） 

★安曇野市保育施設利用者負担額一覧表（２号認定） 

≪市独自減免≫ 
 多子世帯に対する給食費の無償化 
 

 （解説） 

  お子さんが３人以上いる世帯で、第３子目以降の 

  お子さんが通園している場合、第３子目以降の 

  お子さんの給食費を 無償化 します。 

※注意事項 

 当該軽減の適用にあたっては、『多子世帯保育料等軽減適用申告書』の  事前提出  が必要です。 

 入園申込と共に申告書の提出をお願いします。 

 軽減対象 

第３番目：園 児 第２番目：小学生 第１番目：中学生 

無償化 

 軽減対象 ≪国減免≫ 
 多子世帯に対する給食費の無償化 
 

 （解説）  
  小学校就学前のお子さんが３人以上いる場合、 

  上のお子さんからカウントして、３番目以降の 

  お子さんの給食費を 無償化 します。 
２番目：年中の子 ３番目：年少の子 １番目：年長の子 

無償化 

第１子 第２子 第３子 

◎下記に該当するお子さんは、給食費 が 無償化 されます。 

階層 

区分     
階 層 内 容  

長時間保育料 
※利用希望者のみ 

 
給食費 

（副食費） 

公立 
（30分/月額） 

私立  
公立 

（月額）   
私立 

１  生活保護世帯 ０円 

各園の規定 

による 

０円 ０円 

+ 

2  市民税非課税世帯  ０円 ０円   ０円 

3  市民税所得割課税額77,10１円未満 500円 ０円 ０円 

4   市民税所得割課税額97,000円未満   500円 4,500円  

各園の規定 

による 
５  市民税所得割課税額169,000円未満  800円  4,500円   

６  市民税所得割課税額169,000円以上  1,000円  4,500円  
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◎３号認定の方の保育料多子区分・軽減の考え方 
 
 小学校就学前の範囲内において、お子さんが２人以上通園している場合、通園している上のお子さんから、 
 

 第１子、第２子とカウントします。 
 

 第１子、第２子の保育料については右記の安曇野市保育施設利用者負担額一覧表のとおりとなります。 

 第３子については、同時通園（第３子目）により保育料が“無料”になります。 

第１子 第２子 第３子 

２番目：未満の子 ３番目：未満の子 １番目：年長の子 

半額（※） 無 料 

半額（※）・・・  ひとり親・障がい等の世帯については、半額以上の軽減が 適用となる場合があります。 

          月額保育料については右記の 安曇野市保育施設利用者負担額一覧表によりご確認ください。 

◎支給認定：３号認定のお子さんの利用者負担額（月額） 

≪市独自減免≫ 
 多子世帯に対する保育料の軽減 
 

 （解説） 

  お子さんが３人以上いる世帯で、第３子目 

  以降のお子さんが通園している場合、第３ 

  子目以降のお子さんの保育料を下記のとお 

  り軽減します。 

  第３子軽減・・・保育料より6,000円軽減 

※注意事項 

 当該軽減の適用にあたっては、『多子世帯保育料等軽減適用申告書』の 事前提出 が必要 

 です。入園申込と共に申告書の提出をお願いします。 

 軽減対象 

第３番目：園 児 第２番目：小学生 第１番目：中学生 

軽減 

◎下記に該当するお子さんは、保育料が  軽減 されます。 

≪国減免≫ 
 世帯年収360万円未満でお子さんが 

 ２人以上いる世帯への軽減 
 

 （解説） 

  お子さんが２人以上いる世帯で、市民税所 

  得割額57,700円未満に該当する世帯につい 

  ては、年齢に関係なく２番目以降のお子さ 

  んの保育料を軽減します。市民税非課税世 

  帯においては第２子から無償化されます。 

 軽減対象 

第２番目：園 児 第３番目：園 児 

無料 半額 

第１番目：中学生 

市民税非課税世帯 

第２番目：園 児 

無料 
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階層 

区分  

保育料（※給食費含む） 

【公立・私立】 

 長時間保育料 
【公立】※注 

階 層 内 容  
保育短時間 

（８時間）  

保育標準時間 

（１１時間）  
 

月   額 

（30分毎） 

１  生活保護世帯  

第１子      0円       0円  

＋     

     0円  
第２子      0円       0円  

2 市民税非課税世帯  

第１子       0円        0円 

第２子      0円       0円  

3-1 
【ひとり親・障がい者世帯】  

 市民税所得割課税額 

       48,600円未満  

第１子   6,000円    7,500円 

    500円        

第２子      0円       0円  

3-2 
 市民税所得割課税額 

       48,600円未満   

第１子   13,000円    16,000円  

第２子    6,500円    8,000円 

４-1 
【ひとり親・障がい者世帯】  

 市民税所得割課税額 

       70,000円未満  

第１子    7,000円    9,000円 

第２子      0円       0円  

４-2 
 市民税所得割課税額 

       70,000円未満  

第１子   18,000円   21,000円  

第２子    9,000円   10,500円 

５-1 
【ひとり親・障がい者世帯】  

 市民税所得割課税額 

       77,101円未満  

第１子    7,000円     9,000円 

第２子      0円      0円  

５-２ 
 市民税所得割課税額 

       97,000円未満   

第１子   24,000円   27,000円  

第２子   12,000円   13,500円  

６  
 市民税所得割課税額 

     155,000円未満  

第１子   37,000円   41,800円  

    800円 

第２子   18,500円   20,900円  

７  
 市民税所得割課税額 

     169,000円未満  

第１子   39,000円   43,800円  

第２子   19,500円   21,900円  

８  
 市民税所得割課税額 

     235,000円未満  

第１子   44,500円   50,500円  

   1,000円 

第２子   22,250円   25,250円  

９  
 市民税所得割課税額 

     301,000円未満  

第１子   50,000円   56,000円  

第２子   25,000円   28,000円  

１０ 
 市民税所得割課税額 

     397,000円未満  

第１子   54,000円   60,000円  

第２子   27,000円   30,000円  

１１  
 市民税所得割課税額 

     397,000円以上  

第１子   56,000円   62,000円  

第２子   28,000円   31,000円  

★安曇野市保育施設利用者負担額一覧表（３号認定） 

※
注 

私
立
施
設
の
長
時
間
保
育
料
は
、
各
園
の
規
定
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。 
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利用時間は保育の必要性の認定区分に応じて、下記の利用時間となります。 
 

 ※私立保育施設の場合、下記と異なる場合があります。詳しくは、直接ご希望の保育施設へお問い合わせください。 

５ 利用時間について 

■１号認定の利用時間 
 

  ★午前９時 ～ 午後３時 
    （※午後３時～午後４時３０分は、預かり保育  として利用可能） 

    （※１号認定の場合は長期休みがあります。保育ガイド39ページＱ45参照） 

■２号認定・３号認定の利用時間 
 

 ★短時間認定 

   利用時間：午前８時３０分 ～ 午後４時３０分 （８時間） 
    （※午前７時３０分～午前８時３０分 ・午後４時３０分～午後７時は、長時間保育として  

      利用可能） 
 

    【保護者の状況】 
     ・自宅内外で月64時間以上働いているとき 

     ・同居の家族などを月64時間以上介護や看護しているとき 

     ・仕事を探しているとき 

     ・学校（職業訓練校 含む）などに月64時間以上通っているとき 

 

 ★標準時間認定 

    利用時間：午前７時３０分 ～ 午後６時３０分  （11時間） 
     （※午後６時３０分～午後７時は、長時間保育 として利用可能） 
 

    【保護者の状況】 
     ・自宅内外で月120時間以上働いているとき 

     ・出産の準備や出産後の休養が必要なとき（出産月を除く産前３ヶ月、産後６ヶ月） 

     ・保護者に疾病・障がいがあるとき 

     ・同居の家族などを月120時間以上介護や看護しているとき 

     ・震災、火災などの復旧にあたっているとき 

     ・学校（職業訓練校 含む）などに月120時間以上通っているとき 

14:00

現在の開所時間

原則的な保育時間（８時間）

３号認定
（標準時間認定）

３号認定
（短時間認定）

10:00 10:30 11:007:30 8:00 8:30 9:00 9:30

２号認定
（標準時間認定）

２号認定
（短時間認定）

17:30 18:00 18:30 19:00

１号認定

14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:0011:30 12:00 12:30 13:00 13:30

預かり保育

長時間保育
長時間

保育

長時間

保育

登

園

時

間

長時間保育
長時間

保育

長時間

保育
保育時間

（ 7：30～ 18：30 ）

教育・保育時間

（ 9：00～ 15：00 ）

保育時間

（ 8：30～ 16：30 ）

保育時間

（ 8：30～ 16：30 ）

保育時間

（ 7：30～ 18：30 ）

共通教育・保育時間

★利用時間 
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６ その他の保育サービスについて 

 

8:30 16:30 19:00 7:30 

 長時間保育とは、 
  認定の保育時間以外の利用時間に行う保育のことをいいます。 
 

 ◆利用上の注意点◆ 
   ※私立保育施設の場合、下記と異なる場合があります。詳しくは、直接ご希望の保育施設へお問い合わせください。 
 

  ①利用条件・・・２号・３号認定 の児童 
 

  ②申請方法・・・利用希望月の前月 25 日までにご利用の園へ申請書により申請 

          ※但し、保育料に滞納がある 場合は、利用することは出来ません。 
 

  ③利用単位・・・利用可能時間帯において30分単位毎 

  ④利 用 料・・・保育料同様、毎年９月が長時間保育料算定の 切り替え時期となります。 
 

          ★前期分（4月～8月分）：令和  ４ 年度 市民税所得割額の合計額による階層 

          ★後期分（9月～3月分）：令和  ５ 年度 市民税所得割額の合計額による階層 

           30分ごとの利用で月額料金が発生します。料金は所得の階層によって 
           異なります。 
           ２号認定の方は６ページ、３号認定の方は８ページを参照してください。 
 

  ⑤納付方法・・・通常の保育料等と合算しての納付となります。（３ページ参照） 

１ 長時間保育について 

 ＭＥＮＵ 
 １ 長時間保育 

 ２ 預かり保育 

 ３ 突発長時間保育 

 ４ 発育に心配があるお子さんをお持ちの方 

 ５ 土曜保育 

 ６ 病児・病後児保育 

 ７ 一時預かり保育 

 

その他保育サービスで、 
 

 保護者の方を 

  サポートします！ 

短時間認定  →  

18:30 19:00 7:30 

標準時間認定 →  

※長時間 

 保 育 
 保育時間（８時間） 

※長時間 

 保 育 

※長時間 

 保 育 
    保育時間（１１時間） 
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 預かり保育とは、 
  １号認定の児童に対し、共通教育・保育時間（9：00 ～ 15：00）以降の保育をいいます。 
 

 ◆利用上の注意点◆ 

   ※私立保育施設の場合、下記と異なる場合があります。詳しくは、直接ご希望の保育施設へお問い合わせ 

    ください。 
 

  ①利用条件・・・１号認定 の児童 
 

  ②申請方法・・・利用希望月の前月 25 日までにご利用の園へ申請書により申請 

          ※但し、保育料に滞納がある 場合は、利用することは出来ません。 
 

  ③利用時間・・・午後３時  ～  午後４時３０分  までの９０分間 

  ④利  用  料・・・保育料同様、毎年９月が預かり保育料算定の切り替え時期となります。 

          ★前期分（4月～8月分）：令和 ４ 年度 市民税所得割額の合計額による階層 

          ★後期分（9月～3月分）：令和 ５ 年度 市民税所得割額の合計額による階層 

            利用料金については５ページを参照してください。 
 

  ⑤納付方法・・・給食費と合算しての納付となります。（3ページ参照） 

２ 預かり保育について 

9:00 16:30 15:00 

共通教育・保育時間（６時間） ※預かり保育 

 

３ 突発長時間保育について 

 突発長時間保育とは、 
  ご家庭の事情やお仕事の都合上、日頃利用している保育時間（長時間保育、預かり 

  保育含む）以外に、緊急的に発生する長時間保育をいいます。 

  【例・・・急な残業等により、お迎えの時間に間に合わなかった場合 など 】 

 

 ◆利用上の注意点◆ 

   ※私立保育施設の場合、下記と異なる場合があります。詳しくは、直接ご希望の保育施設へお問い合わせください。 
 

  ①利 用 条 件 ・・・   在園児（１～３号認定 の児童） 

 

  ②利 用 単 位 ・・・   30分単位毎 

 

  ③利    用    料 ・・・   日額：200円 / 30分 
                 ※利用月の利用集計を月末行い、翌月初旬に納付書により請求させて 
                  いただきます。 

 

  ④納 付 方 法 ・・・   納付書による納付 
                 ※指定納付期限までに納付をお願いします。 
  

  ⑤納 付 場 所 ・・・ 指定金融機関 
               ※都合により指定金融機関での納付が難しい場合は、利用日に限らず 
                利用の保育施設で直接納付が可能です。ただし、公金管理の厳格化 
                に伴い、午前中のみ（８時30分～12時）の取り扱いとなりますの 
                で、ご注意ください（園での納付は、午前中でも都合により受付で         
                    できない場合があります）。 
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 ４ 発育に心配があるお子さんをお持ちの方 

 心身の発育に心配のあるお子さんについては、 

 入所支援委員会でお子さんにあった保育体制を 

 検討し保育を行います。 
 

※入園をご希望の保護者の方におかれましては、 

 入園申込みの際、『発育の調べ』に気がかりな点等ご記載いただくとともに、申込み   

 時にこども園幼稚園課へその旨をお伝えください。 

※入所支援委員会での決定 及び 保育施設の状況により、入園できない場合や、ご希望 

 の園への入園が難しい場合があります。 

 

５ 土曜保育 について 

 土曜保育とは、 
  土曜日においても保育が必要なお子さんに対し行う保育をいいます。下記の条件にて 

  ご利用できます。（３園に集約して実施していますので、ご家庭で保育できる場合は 

  ご協力くださいますようお願いします。） 
 

 ◆利用上の注意点◆ 
 

  市内公立認定こども園をご利用している場合 
 

   ①利  用  可  能  園   ・・・ 保育ガイド５７ページ参照（３園に集約して行っています） 
 

   ②利 用 可 能 時 間   ・・・ 早朝保育（※）・・・  7：30 ～   8：30 

                 午前保育   ・・・  8：30 ～ 12：30 

                 午後保育   ・・・12：30 ～ 16：30 

                 延長保育（※）・・・16：30 ～ 18：30 
                   （※）・・・長時間保育を申請し、申請の時間内でご利用する 

                         ことが可能です。 
             

   ③利  用  料   ・・・ 追加料金（土曜保育料）はかかりません。 
 

   ④利 用 方 法 ・・・ 事前に登録（申請）が必要です。 

                     各園にある 申請書に必要事項を記載のうえ、利用開始月の 

                     前月２５日までに 各園 へお申し込みください。 
 
 

   ⑤利用上の注意事項・・・給食、おやつの提供はしておりませんので下記のとおり該当の 

               方は持参ください。 

 
お弁当・水筒 

おやつ 
（午前） 

おやつ 
（午後） 

３歳未満（半日） 持参 持参  

３歳未満（１日） 持参 持参 持参 

３歳以上（半日） 持参   

３歳以上（１日） 持参  持参 

  私立保育施設をご利用している場合 
 

   施設により利用時間等が異なるため、各施設へ直接お問い合わせください。 
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病児・病後児保育とは、 
医療機関受診後のお子さんで、病気の回復期前または回復期にある場合に、保護者の就労
等の理由により、家庭で保育できないときに保護者に代わり保育することをいいます。 

６ 病児・病後児保育 について 

※利用料が発生した場合 

後日、安曇野市こども園幼稚園課より納入通知書が発送されます。 

納入通知書により納付期限までに、指定金融機関でご納付をお願いします。 

 
 

対象の児童区分 

利用時間に応じた１日当たりの負担額 

４時間以内 ４～８時間 ８時間超え 

保
護
者
が
市
内
在
住  

市内の認可 
保育施設等
を利用して
いる場合  

無料 無料 100円/30分 １号認定  

２・３号
認定  

保育 
短時間 

無料 無料 

100円/30分 

※長時間保育登録     

 時間内は無料 

保育 
標準時間 

無料 無料 無料 

上記以外の児童  650円 1,300円 100円/30分 

 

  ①利用可能な方・・・以下の条件全てに該当する場合に利用が可能です。 

            ※ただし、感染症については、受入れをお断りする場合があります。 
 

            ●条件１：生後６ヶ月経過後から小学校３年生までの児童 

            ●条件２：病気の回復期に至らず、集団保育及び勤務等の都合で家庭 

                 での保育が困難である。 

            ●条件３：保護者が市内在住または市内に勤務している。 
 

 

  ②実 施 場 所 ・・・ 安曇野赤十字病院（安曇野市豊科5685番地） 

              病児・病後児保育室「あづみのキッズ❤けある～む」 

              ※病院玄関ホール「総合案内」でご案内します。 
 

  ③利 用 定 員 ・・・ １日につき４人 
              ※定員を超えた場合などは、受け入れできません。 
 

  ④利用可能日 ・・・月 曜 日  ～  金 曜 日 （土日祝日、年末年始を除く） 
 

  ⑤利 用 時 間 ・・・ ８：００  ～  １８：００ 
 

  ⑥利 用 期 間 ・・・１回につき連続５日以内 
 

  ⑦利   用   料  ・・・下記料金表のとおり利用料金がかかります。 

市内認可施設を利用していなくても、３歳未満児の住民税非課税世帯および３～５歳児は 

利用料が無料になります。保育の必要性の認定を受ける必要がありますので、詳しくは 

こども園幼稚園課までお問い合わせください。 

！ 



 

14 

 
 ⑧利 用 方 法 ・・・  下記の手順により利用いただけます。 

◆利用申込み◆ 
 手順３：電話による 利用予約 

 ※予   約   先 ・・・安曇野赤十字病院内・病児･病後児保育室 
          （☎0263-72-0082） 
 

 ※受 付 時 間 ・・・午前８時 から 午後６時 まで（月～金、※祝日年末年始除く） 
 ※キャンセル   ・・・利用当日の午前８時30分までに連絡 
 ※当日利用や週始め等（月曜日や連休明け）も体制が整えば受入可能 

 お子さんの医療機関受診 
 ※医師に診療情報提供書を記載していただく。（※発行には利用者負担で料金がかかります。） 

◆事前手続き◆ 
 手順２：『安曇野市病児・病後児保育事業利用登録申請書」の 申 請 
 

 ※提  出  先 ・・・安曇野赤十字病院内・病児･病後児保育室へ提出 
 ※受付時間 ・・・午前１０時 から 午後１時 まで（月～金、※祝日年末年始除く） 
 ※その他持参する物・・・「母子健康手帳」・「印鑑」 

◆事前手続き◆ 
 手順１：『安曇野市病児・病後児保育事業利用登録申請書」の 記 載 
  

 ※書類の入手方法・・・「安曇野赤十字病院内・病児･病後児保育室 窓口」 
            「安曇野市役所 こども園幼稚園課 窓口（1階16番）」 

             ※ホームページからもダウンロードできます。 

◆利用日 当日◆ 
 手順４：病児･病後児保育室の利用 
 

 ※提出書類：①診療情報提供書 
       ②安曇野市病児･病後児保育事業利用申請書兼利用決定通知書兼利用明細書 
 

 ※持  ち  物：下記一覧表のとおり（※全ての持ち物には必ず記名をお願いします。） 

必ず持参 いただくもの 必要に応じて持参 いただくもの 

□健康保険証 （※児童及び保護者） □短時間認定で長時間保育をご利用の方 
 長時間保育決定通知書 
  □福祉医療費受給者証 

□母子健康手帳 □標準時間認定の方 
 支給認定証又は支給認定決定通知書 

□印鑑 

□昼食 （※お弁当、ミルクの場合 哺乳瓶） □紙おむつ （※最低６枚程度） 

□おやつ（※２回分） □お尻拭き （※普段お使いのもの） 

□飲み物（※イオン飲料・ジュース類等） □ミルク（※１回分ずつ小分け） 

□お薬 （※医療機関より処方の薬） □哺乳瓶 

□着替え・下着類 （※各２～３枚程度） □コップ 

□手拭タオル （※小さいもの１枚） □よだれかけ 

□バスタオル （※大きいもの２枚） □エプロン２～３枚 （※食事用） 

□ビニール袋 （※スーパー袋等３～５枚） □歯磨きセット 

□布団 （※午睡用）  

 

 

 

 

書類のダウンロー

ドはこちらから♪ 
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７ 一時預かり保育について 

料金  １日 
（4時間以上）     

半日 
（4時間未満） 

給食 
（1食） 

おやつ 
（1食） 

0・1・2歳児 3,000円 1,500円 
200円  100円  

3・4・5歳児 2,000円 1,000円 

 一時預かり事業とは、 
 

 一時的に保育が必要な時（お仕事の都合や、冠婚葬祭、ご家族の通院などその他私的な   
 理由を含む）に認定こども園にてお子さんをお預かりする事業です。 
  
  ①利用対象者 安曇野市に居住している未就学の児童 
          ※ただし、児童の祖父母の住所が安曇野市にある場合、年間２ヶ月まで利用可能。 
           （児童の母親の里帰り出産等の場合） 
 

  ②利用時間  平日（月～金曜日） 

            ８：３０～１２：３０（半日保育） 

           １２：３０～１６：３０（半日保育） 

            ８：３０～１６：３０（一日保育） 

          ※休園日（祝日、年末年始、年度始め（入園式まで）、お盆等）は除きます。 

          ※行事（入園式、卒園式、運動会等）の際は、利用をお断りする場合があります。 

          ※利用時間の延長はできません。 

 

  ③利用日数  １ヶ月１５日を限度とします。 

          ※半日保育の場合も、１日として利用カウント。 
 

  ④受入人数  各園１日原則３名 
 

  ⑤実施園   保育ガイド５７ページ参照 

 

  ⑥利用料金   

※アレルギー除去食の指示があるお子さんについては、ご家庭から弁当・おやつを持参して 
 いただきます。 
※離乳食提供は、基本的には園給食の離乳完了期（おおむね１歳以上）以降とします。 
 ただし、園との面談の上、お子さんの離乳食の進み具合により、ご家庭から持参していた 
 だく場合もあります。 

０・１・２歳児 
おやつ １０：００頃、１５：１５頃（２回） 

給食 １１：３０～１２：３０（完全給食） 

おやつ １５：１５頃（１回） 
３・４・５歳児 

給食 １１：３０～１２：３０（主食は各自持参になります） 

３歳未満児の住民税非課税世帯および３～５歳児は月ごとの限度額の範囲内 

において、利用料が無料になります。保育の必要性の認定を受ける必要が 

ありますので、詳しくはこども園幼稚園課までお問い合わせください。 

！ 

  ⑦納付方法  園より納付書をお受け取りののち、納付期限までに、指定金融機関でご納付を

     お願いします。 
 

        ※都合により金融機関での納付が難しい場合は、 
  

          利用日に限らず、利用の保育施設で直接納付が可能です。ただし、公金管理の厳格化に 
          伴い、午前中（8時30分～12時）のみの取り扱いとなりますので、ご注意ください（園 
          での納付は、午前中でも都合により受付できない場合があります）。 

※年齢は令和５年４月１日時点の年齢により決定します。 

  ⑧おやつ・給食 

  ⑨利用方法  利用は登録制で、当該年度中は有効となります。主に利用する予定の園（１園） 
         で登録をしていただければ、一時預かり保育実施園すべてで利用できます。 
         その他、ご不明な点がありましたら、直接一時預かり保育実施園にお問い合わせ 
         ください。 



 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●８：３０～１２：３０（半日）利用の場合 

    ８：３０以降にお子さんを連れてきていただき、１２：３０までにお迎えにきてください 

  ●１２：３０～１６：３０（半日）利用の場合 

    １２：３０以降にお子さんを連れてきていただき、１６：３０までにお迎えにきてください 

  ●８：３０～１６：３０（一日）利用の場合 

    ８：３０以降にお子さんを連れてきていただき、１６：３０までにお迎えにきてください 

   ※当日のお子さんの健康状況により、利用をお断りする場合があります。 

   ※園では、薬のお預かり（投薬）はできません。 

   ※利用をキャンセルする場合は、お早めに園にご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私立保育施設をご利用する場合 

 施設によって利用時間等が異なるため、各施設へ直接お問い合わせください。 

 ⑩利用の流れ 

３.利用 
  下記のいずれかの利用パターンがあります。 

２.利用希望日申込み 
  一時預かり事業利用申込書に希望日時を記入し、前月２５日までに利用希望園 
  へ提出。 

１.登録 
  一時預かり事業利用登録申込書を、主に利用する予定の園へ提出。 
  お子さんの面接もあります。 
  ※利用希望児童の保険証、印鑑をお持ちください。 

《持ち物について》 

 持 ち 物 

全年齢 
共 通 

①おむつ５枚以上 ⑨手拭き用タオル（ループ付き） 

②おむつ替え用マット（バスタオル 等） ⑩着替え上下３組程度 

③お尻拭き用ウェットティッシュ ⑪ビニール袋３枚（汚れた衣類を入れるもの） 

④蓋付きバケツ（使用済みおむつ入れ用） ⑫帽子（平ゴム付き） 

⑤スプーン、フォーク、箸 
  （箸は使える場合のみ） 

⑬昼寝用の布団（長座布団可、季節によってバスタオ 
 ルや毛布を使用） 

⑥ミニタオル３枚（食事中の口拭き用） ⑭箱ティッシュ１箱 

⑦食事用エプロン３枚 ⑮上履き  
 ※軽い靴で自分で脱ぎ履きできるもの。 
  ０歳児は歩きだしてから用意。  ⑧コップ、歯ブラシ 

３ 歳 
以上児 

午前中のおやつ（必要な方はご持参ください、果物・せんべい等） 
       （未満児と同じ部屋で以上児をお預かりする場合のみ）  

白いご飯  

※その他注意事項※ 
・おむつを使っている場合のみ、①～④の持ち物の持参をお願いします。 
・持ち物にはすべて記名をお願いします。 
・遊びやすい服装で登園させてください。 
・病気の場合は、お預かり出来ません。 
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７ 入園までの流れについて 

令和４年度中に 
申込みの場合 

令和５年度中に 
申込みの場合  

←保護者の方にご協力いただくこと 

←市からの通知 

 

◎入 園             （ 入 園 式 ）       （入 園 ） 

 ◎プレ保育【各園で実施】 

 （※入園前） 

○『入園内定通知書』発送 

○『保留通知書』  発送 
 ※利用調整対象者のうち、新規入園の方と 

  転園する方のみ 

（ 12月上旬 ） 

◎公立認定こども園自由見学会 9/5 (月) ＆ 9/6 (火) （ 随   時 ） 

 ○『入園決定通知書』発送  

 ○『支給認定証』  発送  
（毎月20日頃） （ 1月中旬 ） 

◎入園ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ【各園で実施予定】 
  ※新規入園の方と、転園する方のみ 

  ※私立保育施設の場合、日程が異なる場合があります。なお、日程は事前にお知らせします。 

1/27 (金) 

◎児童面談【各園で実施】 
  ※新規入園の方と、転園する方のみ 

  ※私立保育施設の場合、日程が異なる場合があります。  

12/17 (土) 

 ○『入園決定通知書』発送  

 ○『支給認定証』  発送  

◎児童面談【各園で実施】 （ 3月中旬 ） 

◎入園申込み（２次募集） 

 ○審査 【利用調整対象】 

①２次募集でお申し込みの方 

②３歳未満児で求職活動の方 

③11/５以降に申し込みの方 

④１次募集で入園できなかった方（なお、家庭状況 

 が変わらない場合、申請書の再提出は不要） 

（ 3月上旬 ） 

◎入園申込み ※P20参照 ～ 11/4 (金) 利用希望月の前月５日まで 

 ○審査 
利用定員を上回る申込みがあった場合 
 

 １号認定の方の場合    ・・・ 抽  選（※抽選になった場合は、後日、 市より連絡いたします。） 
 

 ２号･３号認定の方の場合・・・ 利用調整（※保育の必要性の高い方が優先） 

【利用調整対象】３歳未満児で求職活動以外の方 

プレ保育（必要な人のみ） 

◎体験入園・入園相談 18ページをご覧ください 

新型コロナウイルス感染症流行により、下記の自由見学会や体験入園・入園相談、面談やオリエンテー

ション等は、延期または中止となる場合があります。最新情報は市ホームページにてご確認ください。 
！ 
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●体験入園・入園相談について 
  令和５年度に新たに入園する児童を対象に、下記の日程で体験入園・入園相談を行います。園での生活を体験 

  し、集団生活に触れるとともに、お子さんの発達や園での生活に関することなどについて相談できます。 
 

 対象児童  
 

  令和５年度に新たに入園する児童のうち、年少から年長の児童が対象です。 

  （平成２９年４月２日から令和２年４月１日の間に生まれた児童） 
 

 持ち物 
 

  保護者、お子さんともにマスクを着用のうえ、上履き（花園認定こども園は不要）を持参してください。 
 

 事前申込み 
  細萱保育園：事前の申込みは不要です。当日園にお越しください。 

  認定やまぶきこども園：開催日の前日までに園に電話でお申し込みください。 

  花園認定こども園：随時実施。事前に園に電話でお申し込みください。 

  その他の施設：市ホームページからお申し込みください。 
 

 注意事項 
 

  ・当日は保護者の方が必ず一緒に参加してください。 

  ・希望園で２日間開催される場合は、都合の良い日に参加してください。 

  ・体験入園、入園相談への参加の有無は、入園審査には関係しません。 

園名 開催日 当日受付 体験時間 

 豊科認定こども園  10月18日(火)、19日(水)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 豊科南部認定こども園  10月18日(火)、19日(水)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 南穂高認定こども園  10月18日(火)、19日(水)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 たつみ認定こども園  10月18日(火)、19日(水)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 アルプス認定こども園  10月18日(火)、19日(水)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 上川手認定こども園  10月18日(火)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 有明の森認定こども園  10月18日(火)、19日(水)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 有明あおぞら認定こども園  10月18日(火)、19日(水)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 西穂高認定こども園  10月18日(火)、19日(水)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 北穂高認定こども園  10月18日(火)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 穂高認定こども園  10月18日(火)、19日(水)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 三郷西部認定こども園  10月18日(火)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 三郷南部認定こども園  10月18日(火)、19日(水)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 三郷東部認定こども園  10月18日(火)、19日(水)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 三郷北部認定こども園  10月18日(火)、19日(水)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 堀金認定こども園  10月18日(火)、19日(水)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 明科南認定こども園  10月18日(火)、19日(水)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 明科北認定こども園  
 10月18日(火)  9時30分から  10時00分から10時30分 

※希望により別日でも実施可能（詳細は園へお問合せください。） 

 穂高幼稚園  10月13日(木)、14(金)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 細萱保育園  10月18日(火)、19日(水)  9時30分から  10時00分から10時30分 

 認定やまぶきこども園  10月27日(木)  9時45分から  10時00分から11時00分 

 花園認定こども園  ※随時実施（詳細は園へお問合せください。） 

申込期間等の詳細

は、右のQRコード

から市ホームページ

をご確認ください。 
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申請書の記載について 
●必須書類（書類内容に不備があった場合は受付できません） 

８ 入園申込みの方法について 

必要書類等 提出部数 

１  支給認定申請書・現況届 兼 保育所等入園申込書 お子さん１人につき１部 

２  申請者（保護者、納入義務者）の個人番号及び本人確認書類 

   以下の３つのうち、どれか１つ 

  ・個人番号カードの両面の写し 

  ・通知カード（※）及び本人確認書類の写し 

  ・個人番号が記載された住民票及び本人確認書類の写し 

各１部 

※通知カードに記載された住所と現在の住所が異なる場合、証明書として利用 

 できませんのでご注意ください 

※住所変更等が裏面に記載されている場合、裏面もコピーしてください 

３  発育の調べ 
新規入園希望のお子さん１人につき１部 

転園希望のお子さん１人につき１部  ※同じ園への継続利用の場合は不要です 

４  家庭状況確認シート 
新規入園希望のお子さん１人につき１部 

転園希望のお子さん１人につき１部  ※１号認定のお子さんは不要です 

５ 保育の必要性を証明する書類・・・保護者（父・母）とも１部  ※１号認定のお子さんは不要です 

 保育を必要とする理由 様式 添付書類 

 

(1)  

就労 

※採用・復職予定を含む 

 

※１ヶ月64時間以上の 

 就労であること 

常勤・パート・内職の方  

就労証明書（様式①）  
 自営業・農業等の主の方 

開業届のコピー           

又は確定申告書のコピー 

 事業専従者（農業・自営業）の方 事業従事状況証明書（様式②） 
事業主の確定申告書のコピー    

（上記にて提出の場合不要） 

 (2) 妊娠・出産 
出産月を除き、産前３ヶ月、産後

６ヶ月に該当する場合 
 

母子健康手帳のコピー（母親の氏名及び

出産予定日の記載されているページ） 

 (3) 保護者の疾病・障がい  医師による診断書（様式④） 障害者手帳、療育手帳等のコピー 

 
(4) 

同居の親族の介護・看護 

※１ヶ月64時間以上の 

 介護等であること 

 介護・看護状況申告書（様式⑤） 

介（看）護を受ける人の障害者手帳、療

育手帳のコピー 

又は医師による診断書（様式④）        

 (5) 家庭の災害復旧   罹災証明書 

 

(6) 求職活動・起業準備  

求職活動をしている方 

求職活動をする予定の方 
求職に関する申立書（様式③）  

 起業準備をしている方 就労証明書（様式①） 
店舗賃貸借契約書、開業届のコピー 

事業計画書等 

 
(7) 

就学 

※１ヶ月64時間以上の 

 就学であること 

家庭の外で就学している場合  

学生証又は在学証明書のコピー及びカリ

キュラム等の就学時間の分かる資料（専

修学校、職業訓練学校は必須） 

 (8) 虐待やＤＶのおそれ 事前にこども園幼稚園課へご相談ください 

●該当する場合に必要な書類 

  該 当 事 項  必 要 書 類 

1 
（４月～８月に入園希望）令和４年１月１日時点で安曇野市に住民票が

ない方で、扶養になっている方 

扶養者の、令和４年度所得・課税・扶養証明書（配偶者控除等をとっていることが分かる書類） 

 ※きょうだい・本人が既に市内認可保育施設等に入園している場合は不要 

2 
（９月～３月に入園希望）令和５年１月１日時点で安曇野市に住民票が

ない方で、扶養になっている方 

扶養者の、令和５年度所得・課税・扶養証明書（配偶者控除等をとっていることが分かる書類）  

※令和５年６月以降に取得可能（自治体によって時期が異なります） 

３ ひとり親世帯（離婚成立又は未婚、死別）の場合 保護者と入園希望のお子さんの保険証のコピー 

４ ひとり親世帯で、児童扶養手当を受給していない場合 全部事項証明書【戸籍謄本】 

５ 離婚調停中で保護者等の「保育の必要性の証明」が提出できない場合 調停証明書等のコピー 

６ 同居の親族に障がい者手帳等をお持ちの方がいる場合 障害者手帳等のコピー 

７ 第３子目以降のお子さんが通園する場合 令和５年度 多子世帯保育料等軽減適用申告書 

８ ３号認定のお子さんで、第６希望以降がある場合 第６希望以降追加申請書（０歳児～２歳児のみ提出） 

９ 
申込時にまだ生まれていないお子さんの入園申込をする方 

（※各保育施設の受け入れ可能年齢をよく確認してください） 

生まれてくるお子さんの母子手帳のコピー 

（保護者の氏名が記載されたページと、出産予定日が記載されたページ） 

10 明科北認定こども園を希望する１号認定児童 自然保育の希望調査票（明科北認定こども園） 
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申請書の提出について 
 

 ○提出方法：窓口または郵送でご提出ください。 
 

 〇送付先：〒399-8281 安曇野市豊科6000番地 教育部こども園幼稚園課 
 

 令和４年度中に申込みの場合 
 ○提出期限：令和４年１１月４日（金）１７：１５必着（期限厳守） 

         ※提出期限に遅れた場合は二次募集での審査となります。 
 

 令和５年度中に申込みの場合 
 〇提出期限：入園希望月の前の月の５日まで（土日祝の場合は翌開庁日） 

 ※ 記載にあたっての注意事項  ※ 
 ・不備があった場合 には締切日までに修正されないと 審査対象外となります ので、事前 

  の確認をお願いします。不備があった場合には、こども園幼稚園課から連絡します。 
 ・申込みに虚偽があると正しい利用調整が出来ず、本来入園出来るお子さんが入園できなくな 

  る可能性があります。また、虚偽が判明し、入園要件に該当しないことが分かった場合は、 

  退園となりますのでご注意ください。 

 
 
 利用調整（選考）について 
 

 利用調整とは 

  申込みいただいた内容等から保育の必要性を把握し、保育の必要性が高い方から、入園を 

  決定する選考の事をいいます。入園の優先順位については、Ｑ＆Ａの「②入園の優先順位 

  に関すること」をご覧ください。 
 

 利用調整の時期について 

 （令和４年度中に申請する場合） 

  令和４年11月４日までに申請書を提出・・・12月に利用調整を行います（※） 

  令和４年11月５日以降に申請書を提出・・・二次募集で利用調整を行います 

    

 

 

 
 

 （令和５年度中に申請する場合） 

  毎月利用調整を行います。毎月５日（土日祝の場合は翌開庁日）を締め日として、１週間 

  から10日程度で利用調整を行い、結果をお知らせします。 

 利用調整において入園に至らなかった場合 
  『教育・保育施設等利用保留通知書』を送付し、入園保留となる旨の通知を発送させてい 

  ただき、二次募集または翌月の利用調整へと申込みが繰り越されます。 

  申込みの繰り越しは、入園申込みを取下げない限り、入園を希望する年度内を限度に継続 

  するため、改めて申請する必要はありません。 

  なお、初回以降の利用調整の結果については、入園可能になる場合のみ連絡しますのでご 

  了承ください。 
 

 第１希望でない施設に入園決定した場合 

  毎月の利用調整において、第１希望の園へ転園できるか審査を行いますので再申請は不要 

  です。なお、入園決定した園から希望上位の園への転園を希望しない場合は、『希望園変 

  更届』を提出し、入園決定した園を第１希望へ変更するようお願いいたします。 

  ３歳未満児について求職活動の要件で申し込みをする場合、11月４日までに申請書  

  を提出しても、二次募集での審査となります。 

  また、令和６年３月に入園希望の方は令和５年度中に利用調整を行います。 

   ※ 注意事項   ！ 
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申請書記入方法（１、２ページ） 

申請児童の障害者手帳

（身体障害者手帳、療

育手帳、精神障害者保

健福祉手帳など）の有

無について、〇で囲ん

でください。 

未就園児がいる場合は、職業

欄へ誰が保育するかなど予定

を記入してください。 

例 ・４月から入園希望 

  ・祖母が保育 

  ・母が職場へ連れていく 

該当する届出の種別に

〇をしてください。 

 初めて保育施設等を

利用する場合は、支

給認定及び該当する

施設に〇をしてくだ

さい。 

 現在利用している保

育施設等に引き続き

入所を希望する場合

は、現況届に〇をし

てください。 

 市内の保育施設等を

利用しているが、市

内の別の保育施設等

に転園を希望する場

合、転園に〇をして

ください。 

保育料を納入する名義

人となる保護者（納入

義務者）を記入してく

ださい。市内に住所の

ある方（転入予定の方

含む）を記入して下さ

い。 

申請書提出日を記入 

してください。 

利用を希望する期間は

最長で小学校就学時ま

でとし、この間で利用

が必要な理由がある期

間を記入してくださ

い。 

入園を希望する施設名

を記入してください。

記入された施設で調整

します。 

同居しているその他世帯員全員

を記入してください。（祖父母

は裏面へ記入） 

また、別居しているが仕送りを

している学生がいる場合も記入

してください。 

第１連絡先に〇を記

入してください。 

※申請書はコピーしたり写真に残す等、 

各自確認できるようにしておくことをお

勧めします。 

保育施設に既に入園している場合

は、施設名を記入してください。 
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保育の必要性ありの場合、

子どもを保育できない理由

について、保護者ごとに該

当する一ヵ所に✔を入れて

ください。 

生活保護を受けている世帯

は適用開始年月日を記入し

てください。 

保育施設等の利用を希望す

る時間（認定区分）を選択

してください。 

※黒のボールペンで、楷書ではっきりと書いてください。（消えるペンの使用不可） 
 

※記入内容を訂正する場合は、訂正箇所を二重線で消し、訂正印を押印したうえで、正しい 

 内容を記入してください。 
 

※同一世帯で２人以上の入園を希望される場合は、それぞれのお子さんについて支給認定申 

 請書（入園申込書）の提出が必要です。 

祖父母と同居している場合、

住所の記入は不要です。 
市内・市外の在住、同居・別居に関わらず祖

父母の状況を記入してください（※ご健在の

方のみ）。 

短時間認定の方は、8時30

分～16時30分、標準時間

認定の方は7時30分～18時

30分が通常の保育の時間

です。その時間以上施設を

利用したい場合は、利用す

るを選択してください。 

１号認定の方は9時～15時

が通常の保育の時間です。

預かり保育を利用すると

16時30分まで延長できま

す。希望する方は利用する

を選択してください。 

登園の時間とお迎えの 

時間（予定）を記入して 

ください。 
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申請書記入方法（３、４ページ） 

１ページ目の納入義

務者の欄に記入した

方のお名前と、子ど

もから見た続柄

（父、母等）および

その方のマイナン

バーを記入してくだ

さい。なお、納入義

務者の方はマイナン

バーの分かる書類の

写しの添付が必要で

す。 

入園希望のお子さん

のお名前とマイナン

バーを記入してくだ

さい。なおマイナン

バーの分かる書類の

添付は不要です。 

上記の２人以外の世

帯員全員のお名前

と、入園希望のお子

さんから見た続柄お

よびマイナンバーを

記入してください。

世帯分離をしていて

も、同居の場合は記

入してください。 

なお、マイナンバー

の分かる書類の添付

は不要です。 



 

24 

保護者氏名と住所を

記入してください。

申し込み時点で安曇

野市に住民登録がな

い場合は、現住所を

記入してください。

令和４年１月１日時

点で安曇野市に住民

票がない方は、令和

４年度の所得・課税

証明書の提出が必要

になる場合がありま

す。詳しくは保育ガ

イド19ページの

「該当する場合に必

要な書類」をご覧く

ださい。 

同居の祖父母の方の

氏名と住所を記入し

てください。みなし

同居の場合も書いて

いただく必要があり

ます。同居の祖父母

がいない場合は記入

する必要はありませ

ん。 
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種別 No. 質問 ページ 

①
申
込
み
に
関
す
る
こ
と 

1 年度途中からでも入園できますか？ 27 

2 保育施設の利用状況（空き状況）を確認するにはどうしたらよいですか？ 27 

3 
入園希望の保育施設がすでに定員に達し空きがなかった場合、申込みはできま

すか？ 
27 

4 
令和５年３月中に安曇野市へ転入予定ですが、令和５年度当初（４月）からの

入園の申込みはできますか？  
28 

5 
これから出産予定です。出産後に生まれた子を入園させる場合、何歳（何ヶ月）

から入園が可能ですか？ 
28 

6 
里帰り出産をしたいのですが、その間上の子を里帰り先の保育施設に入れられ

ますか？ 
28 

7 育児休業中ですが子どもを入園させることはできますか？ 28 

8 育児休業からの復職を考えています。入園の申込みはいつから可能ですか？ 29 

9 
求職活動の要件で入園申込みを考えています。入園可能期間である３ヶ月の間

に就職できなかった場合どうなりますか？ 
29 

10 夜勤なのですが、保育施設に入園できますか？ 29 

11 
親族の会社の手伝いをしていますが、給料をもらっていません。入園申込みは

できますか？ 
30 

②
入
園
の
優
先
順
位

に
関
す
る
こ
と 

12 入園は先着順ですか？ 30 

13 ひとり親世帯の場合、入園しやすいでしょうか？ 30 

14 パート勤務より常勤の方が入園しやすいでしょうか？ 30 

15 
上の子がすでに通園中で、来年４月から下の子の入園を考えています。きょう

だいで同時在園の場合、入園しやすいと聞いたけど本当ですか？ 
31 

16 利用希望園について、第２～５希望まで記入した方がいいのですか？ 31 ③
申
請
書
の
記
載
・
受
付
に
関
す
る
こ
と 

17 

①同じ家に祖父母が住んでいますが、生計はまったく別になっています。申請 

 書の世帯状況の欄に祖父母の名前も記載する必要がありますか？ 

②隣の家に祖父母が住んでいますが、申請書の世帯状況の欄に祖父母の名前も 

 記載する必要がありますか？ 

31 

18 
就労証明書等の、保育の必要性を証明する書類は、父母の分だけでよいのです

か？ 
31 

19 マイナンバーは記入したほうがよいですか？ 32 

20 きょうだいで申込みをする場合、証明書はきょうだいそれぞれに必要ですか？ 32 

21 
仕事の都合で保護者が入園申込みに行けません。代理の者でも申し込めます

か？ 
32 

22 入園申込みは郵送でもできますか？ 32 

９ Ｑ＆Ａ（※よくある質問について） 

○質問内容一覧 
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  種別 No. 質問 ページ 

④
保
育
料
等
に
関
す
る
こ
と 

23 
年度途中で誕生日がきて子どもの年齢が変わりました。保育料等も変わります

か？ 
33 

24 離婚・再婚した場合、保育料等は変わりますか？ 33 

25 保育施設を利用しない日があった場合も保育料等はかかりますか？ 33 

26 
月途中で入園・退園をした場合、３歳未満児の保育料等は日割り計算されます

か？ 
33 

27 保育料等の算定は、親以外に同居の祖父母の収入も関係するのでしょうか？ 34 

28 
年度途中に前年所得に関する修正申告をして、市民税額が変わったのですが、保

育料等も変わるのでしょうか？ 
34 

29 入園後、収入が激減してしまいました。保育料等の減免はありますか？ 34 

30 
第３子目以降の子どもは保育料等が軽減されるはずですが、送付された利用者負

担額決定通知書では軽減となっていませんでした。軽減にならないのですか？ 
34 

31 保育料等を口座振替にしたいのですが、どのように手続きすればよいのですか？ 35 

32 
保育料等の口座振替依頼書を記載し金融機関に提出をしたのですが、いつから振

替になるのでしょうか？ 
35 

33 
保育料等の口座振替依頼書を提出したのに、引き落としになっていません。 

また、納付書が届きましたが間違いではないでしょうか？ 
35 

34 
口座振替で保育料等を払っていますが、残高不足で引き落としができませんでし

た。支払いはどうすればいいですか？ 
36 

35 幼児教育・保育の無償化により、保育料等は全額無料になるのですか？ 36 

36 
現在、産前産後の要件で、上の子が通園しています。要件の産後期限６ヶ月を経

過した場合どうなりますか？ 
37 

⑤
そ
の
他
よ
く
あ
る
問
い
合
わ
せ 

37 
就労の要件で入園していますが、入園後に仕事を退職してしまいました。この場

合、引き続き通園できますか？ 
37 

38 
現在１号認定で通園していますが、求職活動をするため２号認定に変更できます

か？ 
37 

39 事前に保育施設を見学することはできますか？ 37 

40 年度途中で転園することはできますか？ 38 

41 退園したい時は、どのような手続きをすればよいですか？ 38 

42 認可保育施設と認可外保育施設の保育料は同じですか？ 38 

43 住所、勤務先など家庭状況が変わりました。どのような手続きが必要ですか？ 38 

44 １号認定だと保育所は利用できないのですか？ 38 

45 １号認定の場合は夏休みや春休みがあるって本当ですか？ 39 

46 慣らし保育とはなんですか？ 39 

47 プレ保育とはなんですか？ 40 

48 公立の認定こども園は民間に委託されるのですか？ 40 
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Ｑ１ 年度途中からでも入園できますか？ 

Ｑ３ 入園希望の保育施設がすでに定員に達し空きが 

   無かった場合、申込みはできますか？ 

Ａ 空き状況は、入退園の状況により毎月変動しますので、 

  こども園幼稚園課までお問い合わせください。 

Ｑ２ 保育施設の利用状況（空き状況）を確認するには、 

   どうしたらよいですか？ 

Ａ 申込み可能です。 

  ご希望の保育施設に空きが出た段階で、他に申込みいただい  

  ている方と利用調整を行い、入園者を決定します。 

  当該年度内において、入園をご希望の方は、お早めに申込み 

  ください。 
 

  なお、求職を理由とした申込み及び１号認定の方の申込みに 

  つきましては、利用希望月の前月での利用調整になりますの 

  で、利用希望月の前月まで利用決定が出来ない点について予  

  めご承知おきください。 

Ａ 下記の場合、入園が可能です。 
 

  １号認定の場合（※下記の条件を全て満たしている場合） 

   ①保育施設に空きがあり、入園抽選を実施していない。 

   ②入園申込みをしている。 

    （※利用希望月の前月５日までに申込み） 

   ③抽選になった場合、抽選により当選した方。 

 

  ２号・３号認定の場合（※下記の条件を全て満たしている場合） 

   ①保育施設に空きがある。 

   ②入園申込みをしている。 

    （※利用希望月の前月５日までに申込み） 

   ③利用調整になった場合、保育の必要性が他の利用 

    希望者より高い方。 

 

   ※ただし、令和６年３月から入園希望の方は、４月以降 

    に利用調整を行います。 
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Ａ お子さんが３歳以上児の場合 

   保育施設の定員に余裕がある場合のみ、入園可能です。 

   育児休業期間は、保育を必要とする理由に該当しない為、 

   １号認定となります。 
 

  お子さんが３歳未満児の場合 

   原則入園は出来ません。 

   ※３歳未満児は、保育を必要とする理由がある場合のみ 

    入園可能です。 

Ｑ７ 育児休業中ですが子どもを入園させることはできますか？ 

Ａ 保育施設により入園可能年齢が違います。 

  各園の受入可能年齢については、保育ガイド５７ページを 

  参照ください。 
 

  ※申込み時点でまだ産まれていないお子さんについても、母 

   子手帳をお持ちであれば入園申込が可能です。出産予定日 

   と保育施設の受入可能年齢をご確認いただき入園申込みを 

   お願いします。出産後に、お子さんのお名前等を記入して 

   いただきますので、こども園幼稚園課までご来庁ください。  

Ｑ５ これから出産予定です。出産後に生まれた子を入園 

   させる場合、何歳（何ヶ月）から入園が可能ですか？ 

Ａ 入園可能な場合もあります。 

  ただし、住所地の市町村と里帰り先の市町村とで協議が必要 

  です。  

  ご希望の場合は、こども園幼稚園課までご相談ください。 

Ｑ６ 里帰り出産をしたいのですが、その間上の子を 

   里帰り先の保育施設に入れられますか？ 

Ａ 申込みは可能です。 

  ただし、入園日までに転入していない場合、入園する事は 

  できません。 

Ｑ４ 令和５年３月中に安曇野市へ転入予定ですが、 

   令和５年度当初（４月）からの入園の申込みは 

   できますか？ 
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Ｑ９ 求職活動の要件で入園申込みを考えています。 

   入園可能期間である３ヶ月の間に就職できなかった場合 

   どうなりますか？ 

Ａ お子さんが３歳以上児の場合 

   利用の保育施設において、抽選による入園選考（※１号認定 

   児童）を行っていない場合、１号認定児童として継続利用が 

   可能です。 

   入園抽選を実施した園については、継続利用は認められない 

   ため、転園していただく可能性があります。 
 

  お子さんが３歳未満児の場合 

   継続利用はできないため、退園となります。 

   ※３歳未満児は、保育の必要性がある場合のみ継続通園が 

    可能です。 
 

  （注意事項） 

    求職による要件で、保育施設へ入園した方につきましては、 

   入園後の求職活動について、毎月『求職活動状況報告書』に 

   より活動報告をしていただきます。 

    なお、当該報告書の提出がない方、及び求職活動実態のない 

   方につきましては、保育の必要性がないと判断し、保育認定の 

   変更もしくは退園となりますので、予めご承知おきください。 

Ａ 復職予定日が令和５年度中の場合 

  新年度入園申込み期間（R4.11.4まで）での入園申込みが 

  可能です。（※２次募集があった場合も同様に可能です） 

 

  また、当該年度内については、随時申込みが可能です。年度 

  内での入園をご希望の方につきましては、書類が整い次第、 

  お早めにお申込みください。 

  ※申込み書類等は、こども園幼稚園課窓口へお尋ねいた 

   だくか、市ホームページからダウンロードください。 

Ｑ８ 育児休業からの復職を考えています。入園の申込みは 

   いつから可能ですか？ 

Ａ 勤務の時間帯に関わらず、就労時間が月６４時間以上の 

  労働に従事している場合、保育を必要とする理由に該当 

  します。よって、日勤・夜勤は問いません。 

Ｑ１０ 夜勤なのですが、保育施設に入園できますか？  
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Ａ 保育を必要とする理由がある場合のみ、優先度が上がります。 

Ｑ１３ ひとり親世帯の場合、入園しやすいでしょうか？ 

Ａ 入園の優先順位は、申込みの先着順ではありません。保育 

  の必要性が、優先順位となります。１号認定の方で、定員 

  を超過した場合も先着順ではなく、抽選により決定します。 

Ｑ１２ 入園は先着順ですか？ 

Ｑ１１ 親族の会社で手伝いをしていますが、給料をもらっていません。 

    入園申込みはできますか？  

Ａ 保育を必要とする理由である“就労”とは、賃金対価を伴う 

  労働をいいます。給料をもらっていないので、保育を必要と 

  する理由にはあてはまりません。 

 

  お子さんが３歳以上児の場合 

   １号認定児童として申込みが可能です。 
 

  お子さんが３歳未満児の場合 

   申込み出来ません。      （保育ガイド２ページ参照） 

    

Ａ 勤務形態ではなく、休憩時間を含めた就労時間で判定させて 

  いただきます。  

Ｑ１４ パート勤務より常勤の方が入園しやすいでしょうか？ 
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Ａ 第１希望の保育施設への応募が多数となり、園の定員を 

  超過してしまった場合、利用調整（選考）が行われます。 
 

  利用調整により、他の児童より保育の必要性が低いと判断 

  された場合、第１希望の保育施設への入園ができない可能 

  性があります。 

  第１希望の保育施設に入園出来ない場合、第２～５希望の 

  記載がないと、入園希望がないものとして判断させていた 

  だきますので予めご承知ください。 

Ｑ１６ 利用希望園について、第２～５希望まで記入した方がいいの 

    ですか？ 

Ｑ１７ ①同じ家に祖父母が住んでいますが、生計はまった 

     く別になっています。申請書の世帯状況の欄に祖 

     父母の名前も記載する必要がありますか？ 
 

    ②隣の家に祖父母が住んでいますが、申請書の世帯 

     状況の欄に祖父母の名前も記載する必要がありま 

     すか？ 

Ａ 優先度が上がります。 

Ｑ１５ 上の子がすでに通園中で、来年４月から下の子の入園を 

    考えています。きょうだいで同時在園の場合、入園しや 

    すいと聞いたけど本当ですか？ 

Ａ 申込における「同居」とは、生計を一にしているかどうか 

  に関わらず、原則同一敷地内の居住者のことを同居として 

  います。 

  ①、②の場合はどちらも同居の欄に○をしてください。 

Ａ 父母の分のみご提出ください。 

Ｑ１８ 就労証明書等の、保育の必要性を証明する書類は、 

    父母の分だけでよいのですか？  
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Ａ 下記の取扱いで証明書の提出をお願いします。 

   原 本・・・上のお子さんに添付 

   コピー・・・下のお子さんに添付 

Ａ 可能です。 

  ただし、申請書の受付の際、記載内容に不明な点があった 

  場合、その不明な点についてお尋ねする場合があります。 

Ａ 郵送での申込みも可能です。不備があった場合には締切日ま 

  でに修正されないと審査対象外となりますので、事前の確認 

  をお願いします。不備があった場合にはこども園幼稚園課から 

  連絡します。 

Ｑ２０ きょうだいで申込みをする場合、証明書はきょうだいそれ 

    ぞれに必要ですか？ 

Ｑ２１ 仕事の都合で保護者が入園申し込みに行けません。 

    代理の者でも申し込めますか？ 

Ｑ２２ 入園申込みは郵送でもできますか？ 

Ｑ１９ マイナンバーは記入したほうがよいですか？  

Ａ 個人番号は「児童福祉法による保育所における保育の実施若 

  しくは措置又は費用の徴収に関する事務」「子ども・子育て 

  支援法による子どものための教育・保育給付に係る支給又は 

  地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務」に利用し 

  ますので、必ず記入するようにお願いします。 

  併せて保護者（納入義務者）の個人番号が確認できる書類と 

  本人確認書類の提出（以下の①～③のいずれか）をお願いし 

  ます。 
 

  ①個人番号カード（顔写真付き）の両面の写し 

  ②通知カード（※）と本人確認書類の写し 

   ※通知カードに記載された住所と現在の住所が異なる場合 

    証明書として利用できません 

  ③個人番号を記載した住民票と本人確認書類の写し 
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Ａ １ヶ月の間に土曜日を含めて25日以上利用する場合は 

  １ヶ月分の料金が発生します。 

  25日未満の場合は、日割計算します。計算式は以下の 

  とおりです。 

  『 日割保育料等＝保育料等（月額）÷25 × 利用日数 』 

Ｑ２６ 月途中で入園・退園をした場合、３歳未満児の保育料等は 

    日割り計算されますか？  

Ａ 保育料等が変更になる場合があります。 

  事象が発生した場合は、各施設にある 『教育･保育施設等利 

  用申込書記載事項変更届』に必要事項を記載し、通っている 

  施設へ提出をお願いします。（※届出〆日：毎月２５日） 

   

  保育料等が変更になる場合、事象発生月の翌月の保育料等よ 

  り変更となりますので速やかに届出をお願いします。 

Ｑ２４ 離婚・再婚した場合、保育料等は変わりますか？ 

Ａ 入園後は退園しない限り、通園の有無にかかわらず、 

  保育料等は全額かかります。 

Ｑ２５ 保育施設を利用しない日があった場合も保育料等はかかりますか？ 

Ｑ２３ 年度途中で誕生日がきて子どもの年齢が変わりました。 

    保育料等も変わりますか？ 

Ａ 保育料等の年齢区分は、その年度の４月１日時点の年齢 

  で適用しますので、誕生日を迎えたことで保育料等が変 

  わることはありません。 
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Ａ 多子世帯保育料軽減適用申告書の提出はお済みですか？ 

  提出していない場合、保育料等は軽減されません。 

  多子世帯保育料軽減適用申告書を記載し、利用している 

  保育施設又はこども園幼稚園課窓口に至急ご提出をお願 

  いします。 

  ※多子世帯保育料軽減適用申告書は、各保育施設及びこども 

   園幼稚園課窓口にありますのでお尋ねください。 

Ｑ３０ 第３子目以降の子どもは保育料等が軽減されるはずです 

    が、送付された利用者負担額決定通知書では軽減となっ  

    ていませんでした。軽減にならないのですか？ 

Ａ 保育料等の算定でいう、“保護者の市民税所得割額” 

  とは、児童の両親の市民税所得割額です。 

  ただし、児童の保護者が祖父（母）の扶養になってい 

  る場合は、扶養している祖父（母）の市民税所得割額 

  で保育料等を決定します。 

Ｑ２７ 保育料等の算定は、親以外に同居の祖父母の収入 

    も関係するのでしょうか？ 

Ａ 保育料等が変更になる場合がありますので、こども園幼 

  稚園課までご連絡ください。 

  変更がある方には変更通知とともに、差額還付または追 

  加徴収をさせていただきます。  

Ｑ２８ 年度途中に前年所得に関する修正申告をして、市民税額が 

    変わったのですが、保育料等も変わるのでしょうか？  

Ａ 保護者の疾病等やむを得ない事情により、著しく収入が 

  減少した場合は、保育料等を減免する制度がありますの 

  で、こども園幼稚園課までご相談ください。  

Ｑ２９ 入園後、収入が激減してしまいました。 

    保育料等の減免はありますか？  
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Ａ 公立保育施設および細萱保育園に通園の場合 

  口座振替の開始時期につきましては、通常で口座振替依頼書 

  の提出があった月の翌月からご利用いただくことが出来ます。 

  （※振替登録に、２～３週間程度かかります）  

  ただし、口座振替依頼書の記載漏れ等があった場合は、利用 

  開始が遅れる場合があります。 

 

  上記以外の施設に通園の場合 

   ご利用の保育施設へ直接お尋ねください。 

Ｑ３２ 保育料等の口座振替依頼書を記載し金融機関に提出をした 

    のですが、いつから振替になるのでしょうか？ 

Ｑ３１ 保育料等を口座振替にしたいのですが、どのように手続 

    きすればよいのですか？ 

Ａ 公立保育施設および細萱保育園に通園の場合 

   「口座振替依頼書」に必要事項等をご記入いただき、 

   登録の金融機関窓口へ依頼書の提出をお願いします。 
 

         依頼書は指定金融機関、市役所本庁舎収納課 および  

   各支所地域づくり課、各保育施設、こども園幼稚園課の 

   窓口にありますのでお申し出ください。 

 

  上記以外の施設に通園の場合 

   ご利用の保育施設へ直接お申し出ください。 

Ｑ３３ 保育料等の口座振替依頼書を提出したのに、引き落とし 

    になっていません。また、納付書が届きましたが間違い 

    ではないでしょうか。 

Ａ 下記の原因が考えられます。 

   

  ①口座振替の登録が完了していない。（Ｑ３２参照） 

  ②申請書に記入した保護者名（納入義務者）と、口座振替依頼 

   書に記入した納入義務者名が異なっている。 

   

  ②の場合、口座振替依頼書の再提出が必要です。振替登録が完   

  了するまでは、現金での納付をお願いします。 
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Ａ 公立保育施設および細萱保育園に通園の場合 

   口座振替ができなかった場合、振替月の翌月１５日頃に 

   に再度口座振替を行います。（※） 

   該当者の方には、『保育料等の再口座振替のお知らせ』 

   が送付されますので、再振替指定日に振替となるように 

   前日までに口座残高の確認をお願いいたします。 
 

   ※再振替においても振替不能となった場合は、再振替月 

    の下旬に督促状が送付されます。 

 

  上記以外の施設に通園の場合 

   ご利用の保育施設へ直接お申し出ください。 

Ｑ３４ 口座振替で保育料等を払っていますが、残高不足で引き 

    落としができませんでした。支払いはどうすればいいで 

    すか。 

Ａ 保育に関する利用料全てが無料になるわけではありません。 

  ３～８ページのとおり、年齢や利用時間等により、料金が発生 

  します。 

Ｑ３５ 幼児教育・保育の無償化により、保育料等は全額無料 

    になるのですか？ 
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Ａ お子さんが３歳以上児の場合 

   継続利用可能ですが、その場合、保育を必要とする理由に 

   該当しない為、１号認定となります。保育を必要とする理 

   由がある場合には、継続して２号認定となります。 
 

  お子さんが３歳未満児の場合 

   継続利用はできないため、退園となります。 

   ※３歳未満児は、保育を必要とする理由がある場合のみ 

    継続通園が可能です。 

Ｑ３７ 就労の要件で入園していますが、入園後に仕事を退職して 

    しまいました。この場合、引き続き通園できますか？ 

Ｑ３６ 現在、産前産後の要件で、上の子が通園しています。 

    要件の産後期限６ヶ月を経過した場合どうなりますか？  

Ａ お子さんが３歳以上児の場合 

   継続利用可能ですが、育児休業期間中は、保育を必要と 

   する理由に該当しない為、１号認定となります。 
 

  お子さんが３歳未満児の場合 

   継続利用はできないため、退園となります。 

   ※３歳未満児は、保育を必要とする理由がある場合のみ 

Ａ 原則として１号認定から求職活動により２号認定にするこ 

  とはできません。ただし、家計の主宰者の失業や離婚等の 

  特別な事情がある場合や、上の子がすでに入園していて、 

  下のきょうだいが入園するタイミングで求職活動を開始す 

  る場合は、１号認定から求職活動により２号認定に変更す 

  ることができます。 

Ｑ３８ 現在１号認定で通園していますが、求職活動を 

    するため２号認定に変更できますか？ 

Ａ 可能です。保育施設の見学を希望する場合は、ご希望の園に 

  事前に直接連絡をしてください。 

  また、園開放などでは、在園児と一緒に交流をもつことも 

  できますので、ぜひご利用ください。 

Ｑ３９ 事前に保育施設を見学することはできますか？ 



 

38 

 

Ａ 保育を必要とする事由を満たさなくなった場合や、 

  安曇野市外へ転出する時は、「退園届」に必要事項を 

  記載し、ご利用の保育施設へ提出してください。 
 

  ※「退園届」はご利用の保育施設にありますのでお尋ね 

   ください。 

Ｑ４１ 退園したい時は、どのような手続きをすれば 

    よいですか？ 

Ａ 利用調整のうえ、空きがあれば転園することができます。 

  ご希望の場合は、転園先利用希望開始月の前月５日（５日が 

  休日の場合は翌開庁日）までに「希望園変更届」を保育担当 

  へご提出ください。 

  ただし、第１希望でない施設に入園している場合は手続き 

  不要です。（保育ガイド２０ページ参照） 

Ｑ４０ 年度途中で転園することはできますか？  

Ａ 違います。 

  市内認可保育施設の保育料は、５～８ページに記載された 

  とおり一律です。 

  しかし、認可外保育施設の保育料は、園によって異なりま 

  すので各園へ直接お問い合わせください。 

Ｑ４２ 認可保育施設と認可外保育施設の保育料は同じですか？ 

Ａ 速やかに『教育･保育施設等利用申込書記載事項変更届』に 

  該当事由を記載し、ご利用の保育施設へ提出してください。 

Ｑ４３ 住所、勤務先など家庭状況が変わりました。 

    どのような手続きが必要ですか？ 

Ａ ご利用できません。２ページを参照してください。 

  ただし、入園時に「保育を必要とする理由」があり、２号 

  認定として入園した場合は、入園後に１号認定になっても 

  特例として継続利用が認められる場合がありますので、こども 

  園幼稚園課までお問い合わせください。 

Ｑ４４ １号認定だと保育所は利用できないのですか？  
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Ｑ４５ １号認定の場合は夏休みや春休みがあるって本当 

    ですか？ 

Ａ １号認定の場合、夏休みや春休みがあります。 

  長期休暇中に預かり保育をご利用になりたい場合は、利用希 

  望日の１週間前までに、在園している園にご連絡ください。 

区    分 料    金 

１日利用（8：30～16：30） １，０００円 

半日【午前】利用（8：30～12：30） ５００円 

半日【午後】利用（12：30～16：30） ５００円 

給食 ２００円 

おやつ（午後利用の場合のみ発生） １００円 

  夏休みや春休み期間中は、別途上記のように利用料金（日額） 

  を設定しています。7：30～8：30及び16：30～19：00に利用 

  する場合は別途料金が発生します。（30分ごとに200円） 

  なお、半日【午後】利用の方への給食提供はありません。 

Ａ お子さんが段階的に保育施設の環境に慣れるように、入園式の 

  翌日から２週間程度行う保育のことです。保護者の方の同伴は 

  不要となっています。なお、原則慣らし保育期間中でも保育料 

  は発生します。 

 

  ※私立保育施設の場合は日程等が異なることがありますので 

   詳細は施設にお問い合わせください。 

  ①対象児童 入園式を含む慣らし保育期間中に入所の児童 

  ②実施期間 入園式の翌日から２週間程度 

  ③実施内容  ８：３０～ ９：００ 登園 

         ９：００～１０：３０ あそび 

        １０：３０～１１：００ 片づけ 

        １１：００～１２：００ 給食 

              １２：３０ 降園 

 

  公立園の場合は、４月の入園式の後に行われるので、途中入園 

  のお子さんについては慣らし保育の対象になりません。 

イメージ図 

慣らし保育期間        

４/１ 入園式 ５/１ 

入園日 

Ｑ４６ 慣らし保育とはなんですか？ 
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Ｑ４７ プレ保育とはなんですか？ 

Ａ 入園前のお子さんが、保護者の方と一緒に保育施設での生 

  活を体験してもらい、１日でも早く保育施設の環境に慣れ 

  ていただくために、入園前において３日間程度行う保育の 

  ことです。保護者の方の同伴が必要になっています。 

  ※私立保育施設の場合、利用内容が異なる場合があります。 

 

  ①対象児童 慣らし保育を利用しない児童 

  ②実施期間 入園前に３日間程度（半日×３日間） 

  ③実施内容 ８：３０～ ９：００ 登園 

        ９：００～１１：００ あそび 

             １１：３０ 降園 

   

  実施日については、事前に園より直接保護者の皆さんへ連 

  絡のうえ、日程を調整し実施させていただきます。 

イメージ図 

入 園 前 入 園 後 

プ レ 保 育      通常保育 

入園日 

Ｑ４８ 公立の認定こども園は民間に委託されるのですか？ 

Ａ 「安曇野市立認定こども園民営化中長期ビジョン」に基づき、 

  公立施設の保育業務のみ民間に委託していきます。現在の対象 

  施設は以下の５園です。 

  ・豊科南部認定こども園 

  ・有明あおぞら認定こども園 

  ・三郷西部認定こども園 

  ・三郷東部認定こども園 

  ・明科北認定こども園（※令和４年度から委託開始） 
 

  保育業務の民間委託について詳しくは５６ページを参照 

  してください。 
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１０ 安曇野市認可私立保育施設のご案内 

新 細萱保育園 

豊かな自然に囲まれた細萱保育園は、一人

ひとりの個性と育ちに寄り添い楽しく遊び

たくさんの経験をしていく中で心も体も成

長できる環境を心がけています。「ありが

とう」が言える、また言ってもらえるそん

な子ども達を願い「明日も保育園に行きた

い」を大切に子ども達の成長と共に大人も

成長していきたいと保育をしています。 

教育・保育方針 

園の情報 

住所  安曇野市豊科南穂高３７５７－３ 

電話番号  （０２６３）７２－２３６７ 

定員  ７０名 

受入年齢  生後８ヶ月経過後 

開園時間    
月～金  ７：３０ ～ １９：００ 

土  ７：３０ ～ １６：３０ 

長時間保育  あり（料金は市の規定に準ずる） 

突発長時間保育  あり（料金は市の規定に準ずる） 

一時預かり  あり（料金は市の規定に準ずる） 

主食費：持参のためなし 

副食費：料金は市の規定に準ずる 

給食費 

(3歳以上児) 

入園後に別途かか

る主な費用 

・新学用品（帽子、クレヨン等）：1,500円～3,000円程 

  ※品数により変動 

・保護者会費：年1,200円/園児１人あたり 

  ※年度ごと保護者会で決定 

・園での生活写真代：50円程/枚（１学期10枚…年間30枚） 

プレ保育（慣らし

保育）の期間 
・入園後１週間程度（※要望に応じて対応） 

その他 

・１つ１つの行事を大切に全員で楽しんでいます。 

・園児、保育士共に全員の顔と名前を掌握し穏やかな雰囲気

を大切にしています。 
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新 認定やまぶきこども園 

以上児クラスでは、茶道を取り入れ礼儀作

法を学び心の美しさを学びます。 

英語教室・リトミック教室により国際化し

ている現代に早くから親しみを持ち又、心

身の調和を図り音楽の楽しさ、感性を磨き

ます。隣接するサービス付き高齢者住宅入

居者、近隣の方との交流をしています。 

教育・保育方針 

施設のホームページは 

こちらから→ 

園の情報 

住所  安曇野市三郷明盛１４９１ 

電話番号  （０２６３）７７－１２３０ 

定員  ７５名  

受入年齢  生後６ヶ月経過後 

月～金  ７：００ ～ １９：３０ 

開園時間     土  ７：００ ～ １９：３０ 

日・祝  ８：３０ ～ １６：３０ 

長時間保育  あり 

突発長時間保育  あり 

一時預かり  あり 

給食費 

(3歳以上児) 

主食費：月1,000円 

副食費：月4,200円 

入園後に別途かか

る主な費用 

・月刊誌：400円/月 

・オクレンジャー（緊急連絡網）代：150円/年 

・オムツバケツ：300円/年＜未満児・一部の以上児＞ 

・教育費：12,000円/年＜以上児＞（※英語、リトミック、茶道、COT） 

・園服、運動着、カバン、お道具箱：20,000円程＜以上児＞ 

プレ保育（慣らし

保育）の期間 

・入園後１週間程度 

 １～２日目：8：30～11：00、３日目：8：30～12：00 

   ４日目：8：30～12：00、５日目：お子様の様子を見て決める。 

その他 

・毎朝、全園児が心身の発達のため、マラソンをします。 

・年長児は自分でキップを買って電車に乗る遠足があります。 

・以上児は英語、リトミック、茶道、COTがあります。 

・はづきコンサート（三世代交流・地域支援） 

  料金は施設にお問い 

  合わせください。 
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新 花園認定こども園 

家庭的な雰囲気の中で、園児一人ひとりの

個性や自主性を尊重しながら、適切な保育

環境を整え、調和のとれた発達を援助し、

人間形成の基礎造りを目的とし子どもの育

成を目指しています。 

また、英語やサッカー・ピアノなどの習い

事が園生活の中で行えます。 

教育・保育方針 

 豊かな心と 

 「人間の根っこ」 

     を育てる 

施設のホームページは 

こちらから→ 

園の情報 

住所  安曇野市豊科田沢６４５１－２ 

電話番号  （０２６３）７２－４６４５ 

定員  ５７名 

受入年齢  生後３ヶ月経過後 

開園時間    
月～金  ７：００ ～ １９：００ 

土  ８：００ ～ １７：００ 

長時間保育  あり（料金は市の規定に準ずる） 

突発長時間保育  あり（料金は市の規定に準ずる） 

一時預かり  あり（３歳以上3,000円/1日、未満児4,000円/1日） 

月5,000円 主食費含む 

（一時預かりの場合は1日300円） 

給食費 

(3歳以上児) 

入園後に別途か

かる主な費用   

・習い事月謝（サッカー教室、英語レッスン、書道、珠算） 

 

プレ保育（慣ら

し保育）の期間 

・入園後１週間程度（※希望により決定） 

（入園前に行う場合は、一時預かりとして保育料とは別途費

用が発生します。） 

  ※希望者のみ（料金等、詳細は施設にお問い合わせください。） 
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新 

安曇野の豊かな自然の中で、のびのびと遊

んでいます。感性・自主性を育むため絵本

の読み聞かせや戸外での十分な活動を大切

に保育しています。個々の性格や家庭環境

に寄り添い経験豊富な保育士がお待ちして

おります。 

教育・保育方針 

NPO法人momo   

保育室モモ 
施設のホームページは 

こちらから→ 

園の情報 

住所  安曇野市穂高有明９８５－２ 

電話番号  

（０２６３）８４－４５６０ 

 ０９０－４９３３－３１２１ 

 ０８０－１２３８－５１５５ 

定員  ５名  

受入年齢  生後３０日～２歳児 

開園時間    
月～金  ７：３０ ～ １８：３０ 

土  ７：３０ ～ １８：３０ 

長時間保育  あり（料金は市の規定に準ずる） 

突発長時間保育  なし 

一時預かり  なし 

入園後に別途か

かる主な費用 
・連絡帳：400円/２～３か月毎 

プレ保育（慣ら

し保育）の期間 

・入園前に園への見学をお願いします。 

・プレ保育及び慣らし保育は、保護者の要望に応じて対応。 

その他 
・「認可外保育」の利用をご希望の方は、直接お問合せくださ

い。 
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新 ニチイキッズ安曇野保育園 

保育理念「おもいっきり遊ぶ おもいっきり

学ぶ」日々の遊びや学びの中で、創造力や

自己表現力を引き出し、「やさしく、つよ

く生き抜く力」を育みます。（リトミッ

ク・英語遊び等多彩な保育カリキュラム ） 

規模の特性を活かした、きめ細かな保育を

いたします。 

教育・保育方針 

施設のホームページは 

こちらから→ 

園の情報 

住所 安曇野市穂高柏原９７５－１ 

電話番号 （０２６３）８１－０６０１ 

定員 １９名  

受入年齢 生後３ヶ月経過後～２歳児 

開園時間   
月～金  ７：３０ ～ １９：００ 

土  ７：３０ ～ １９：００ 

長時間保育 あり（料金は市の規定に準ずる） 

突発長時間保育 あり（料金は市の規定に準ずる） 

一時預かり なし 

入園後に別途かか

る主な費用 

・園で使用する帽子：1,100円/入園時【任意】 

 ※対象：１歳児クラス以上 

・おむつ使用料：88円/枚（使用時） 

 ※持参したオムツ不足時 

・傷害保険料：300円/入園時 

プレ保育（慣らし

保育）の期間 
入園後１～２週間程度（お子様の状況により期間を調整） 

その他 

・昼寝布団は不要です。バスタオル2枚を持参いただきます。 

 ・0歳児：園で準備の布団を使用 

 ・1、2歳児：コット（簡易ベッド）を使用 

・土曜日も平日同様の昼食・おやつを提供します。 

・保育カリキュラムの中に、外部講師によるリトミック・英語

レッスンがあります。 
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新 ニチイキッズ穂高保育園 

保育理念「おもいっきり遊ぶ おもいっきり

学ぶ」日々の遊びや学びの中で、創造力や

自己表現力を引き出し、「やさしく、つよ

く生き抜く力」を育みます。（リトミッ

ク・英語遊び等多彩な保育カリキュラム ） 

規模の特性を活かした、きめ細かな保育を

いたします。 

教育・保育方針 

施設のホームページは 

こちらから→ 

園の情報 

住所 安曇野市穂高６３１６－１ 

電話番号 （０２６３）８１－１０３１ 

定員 １９名  

受入年齢 生後３ヶ月経過後～２歳児 

開園時間   
月～金  ７：３０ ～ １９：００ 

土  ７：３０ ～ １９：００ 

長時間保育 あり（料金は市の規定に準ずる） 

突発長時間保育 あり（料金は市の規定に準ずる） 

一時預かり なし 

入園後に別途かかる

主な費用 

・園で使用する帽子：1,100円/入園時【任意】 

 ※対象：１歳児クラス以上 

・おむつ使用料：88円/枚（使用時） 

 ※持参したオムツ不足時 

・傷害保険料：300円/入園時 

プレ保育（慣らし保

育）の期間 
入園後１～２週間程度（お子様の状況により期間を調整） 

その他 

・昼寝布団は不要です。バスタオル2枚を持参いただきます。 

 ・0歳児：園で準備の布団を使用 

 ・1、2歳児：コット（簡易ベッド）を使用 

・土曜日も平日同様の昼食・おやつを提供します。 

・保育カリキュラムの中に、外部講師によるリトミック・英語

レッスンがあります。 
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あづみ野おとぎ保育園 

園の情報 

住所 安曇野市豊科南穂高３９７４－４ 

電話番号 （０２６３）５０－５４７０ 

定員 １９名  

受入年齢 生後６ヶ月経過後～２歳児 

開園時間   
月～金  ７：３０ ～ １９：００ 

土  ７：３０ ～ １９：００ 

長時間保育 あり（料金は市の規定に準ずる） 

突発長時間保育 あり（料金は市の規定に準ずる） 

一時預かり なし 

入園後に別途かか

る主な費用 

・年度用品（おはようブック・おたよりケース）：800円程 

・園での生活写真代（希望者）：40円/枚 

プレ保育（慣らし

保育）の期間 

・入園後１週間 

 入園日から2日間 ：8:30～10:15（おやつまで） 

 3日目～5日目   ：8:30～11:50（給食まで） 

 6日目以降    ：通常保育 

※期間中に欠席された場合、慣らし保育は延長。 

その他 

・オムツは園で用意。（※オムツ代、廃棄処理代は無料。） 

・土曜保育も給食があります。 

・日曜祝日12月29日～1月3日は休園します。 

・保護者のお仕事がお休みの場合（土曜日・代休等）は、お

預かりできません。 

平成２９年４月開園の小規模保育園です。 

～保育目標：素直な笑顔のこぼれる子～ 

広い園庭での外遊びや、お散歩を楽しんで

います。子どもたちが安心してゆったりと

過ごすなかで、一人ひとりの生活リズムや

個性を把握し、家庭と連携を取りながら丁

寧に保育をしています。 

教育・保育方針 

施設のホームページは 

こちらから→ 
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あづみ野第２おとぎ保育園 

園の情報 

住所 安曇野市豊科田沢６２１０－３ 

電話番号 （０２６３）８８－００７５ 

定員 １９名  

受入年齢 生後６ヶ月経過後～２歳児 

開園時間   
月～金  ７：３０ ～ １９：００ 

土  ７：３０ ～ １９：００ 

長時間保育 あり（料金は市の規定に準ずる） 

突発長時間保育 あり（料金は市の規定に準ずる） 

一時預かり なし 

入園後に別途かか

る主な費用 

・年度用品（おはようブック・おたよりケース）：800円程 

・園での生活写真代（希望者）：40円/枚 

プレ保育（慣らし

保育）の期間 

・入園後１週間 

 入園日から2日間 ：8:30～10:15（おやつまで） 

 3日目～5日目   ：8:30～11:50（給食まで） 

 6日目以降    ：通常保育 

※期間中に欠席された場合、慣らし保育は延長。 

その他 

・オムツは園で用意。（※オムツ代、廃棄処理代は無料。） 

・土曜保育も給食があります。 

・日曜祝日12月29日～1月3日は休園します。 

・保護者のお仕事がお休みの場合（土曜日・代休等）は、お

預かりできません。 

平成30年４月開園の小規模保育園です。 

～保育目標：素直な笑顔のこぼれる子～ 

園周辺には豊かな自然が広がっており、四

季折々の動植物との触れ合いを大切にお散

歩や外遊びをのびのびと楽しんでいます。

年齢の枠にとらわれず、共に遊び、助け

合って生活することによりお互いの健やか

な成長と発達を見守っていきます。 

教育・保育方針 

施設のホームページは 

こちらから→ 
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新 あづみ野第３おとぎ保育園 

園の情報 

住所 安曇野市豊科２５１９－２ 

電話番号 （０２６３）８７－３６９６ 

定員 １９名  

受入年齢 生後６ヶ月経過後～２歳児 

開園時間   
月～金  ７：３０ ～ １９：００ 

土  ７：３０ ～ １９：００ 

長時間保育 あり（料金は市の規定に準ずる） 

突発長時間保育 あり（料金は市の規定に準ずる） 

一時預かり なし 

入園後に別途かか

る主な費用 

・年度用品（おはようブック・おたよりケース）：800円程 

・園での生活写真代（希望者）：40円/枚 

プレ保育（慣らし

保育）の期間 

・入園後１週間 

 入園日から2日間 ：8:30～10:15（おやつまで） 

 3日目～5日目   ：8:30～11:50（給食まで） 

 6日目以降    ：通常保育 

※期間中に欠席された場合、慣らし保育は延長。 

その他 

・オムツは園で用意。（※オムツ代、廃棄処理代は無料。） 

・土曜保育も給食があります。 

・日曜祝日12月29日～1月3日は休園します。 

・保護者のお仕事がお休みの場合（土曜日・代休等）は、お

預かりできません。 

平成31年４月開園の小規模保育園です。 

～保育目標：素直な笑顔のこぼれる子～ 

心身の発達の基盤が形成される３歳未満

児の子どもたちを、ゆったりとした環境

の中で、一人ひとりに丁寧に向き合う保

育をめざします。 

教育・保育方針 

施設のホームページは 

こちらから→ 
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新 きらり穂高病院保育園 

 

子どもたちは日々たくさんの不思議や発見

に出会います。それらのすべてが「学び」 

に繋がります。私たちは「なんで？」「ど

うして？」を自分らしく探究できる環境づ 

くりや関わりを大切にします。それが、子

どもたちの主体的な学びをたすけ、健やか 

なそだちに繋がると私たちは考えていま

す。 

教育・保育方針 

施設のホームページは 

こちらから→ 

園の情報 

住所 安曇野市穂高４６１１－２穂高病院敷地内 

電話番号 （０２６３）８８－５３６２ 

定員 １９名 

受入年齢 生後６ヶ月経過後～２歳児 

開園時間   
月～金  ７：３０ ～ ２０：００ 

土  ７：３０ ～ ２０：００ 

長時間保育 あり（料金は市の規定に準ずる） 

突発長時間保育 あり（500円/１時間） 

一時預かり 
あり（500円/1時間）       

      （昼食：1食500円、おやつ：1食100円） 

入園後に別途かかる

主な費用 

・おたより袋：240円                  

・カラー帽子：1,000円                    

・災害共済（保険）：315円/年 

・写真代：50円/枚 

プレ保育（慣らし保

育）の期間 
・入園後１～２週間程度 

その他 
・従業員枠、地域枠があります。（※従業員枠：穂高病院勤務者） 

・保護者の方が参加する行事が比較的少ないです。 
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新 サンライズキッズ保育園安曇野園 

園の情報 

住所 安曇野市三郷温３３１８－２ 

電話番号 （０５０）－５８０７－２３８７ 

定員 １９名 

受入年齢 生後４ヶ月経過後～２歳児 

開園時間    
月～金  ７：００ ～ １９：００ 

土  ７：００ ～ １９：００ 

長時間保育 

保育 

標準時間 
5,000円/月 

保育 

短時間 
600円/30分 

突発長時間保育 あり（600円/30分） 

一時預かり なし  

入園後に別途かか

る主な費用 

・帽子代：1,500円 ※全クラス統一のオレンジ色 

・ごみ処理代：350円/月 ※おむつ処理費用 

＜以下は希望者のみ＞ 

・月刊絵本代：440円/月 ※年齢に合わせた絵本の提供 

・アプリ代：5,500円/年 ※園内カメラで午前中の活動の様子を見れます。 

プレ保育（慣らし

保育）の期間 

・入園後10日間（※必須。延長は可能だが短縮は不可） 

 9:00-11:00：3日間、9:00-12:00：3日間、9:00-14:30：2日間 

 9:00-15:30：2日間 

その他 

・ブログやインスタグラムなど様々な方法で情報を発信しています。 

・園からのお知らせや連絡帳はメールの為、スマホで園の様子が分かります。 

・午睡はコット（簡易ベッド）を使用。メッシュのベッドの為、掛け敷きのタ

オルケットのみご用意ください。 

令和３年４月に開園した小規模保育園です。

保育目標：もっと輝け明日のぼく、わたし！

周りに光とパワーを与えるぽかぽか暖かい太

陽のような子になろう  

温かい家庭のような落ち着いた環境で体操や

リトミック英語のカリキュラムを取り入れな

がら、のびのびと自己表現できる保育園で

す。広々とした園庭があり、毎日元気に遊べ

ます。 

教育・保育方針 

施設のホームページは 

こちらから→ 
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園の情報 

住所 安曇野市豊科３３２－１ 

電話番号 （０５０）－５８０７－２４０９ 

定員 １９名 

受入年齢 生後４ヶ月経過後～２歳児 

開園時間    
月～金  ７：００ ～ １９：００ 

土  ７：００ ～ １９：００ 

長時間保育 

保育 

標準時間 
5,000円/月 

保育 

短時間 
600円/30分 

突発長時間保育 あり（600円/30分） 

一時預かり なし  

入園後に別途かか

る主な費用 

・帽子代：1,500円 ※全クラス統一のオレンジ色 

・ごみ処理代：350円/月 ※おむつ処理費用 

＜以下は希望者のみ＞ 

・月刊絵本代：440円/月 ※年齢に合わせた絵本の提供 

・アプリ代：5,500円/年 ※園内カメラで午前中の活動の様子を見れます。 

プレ保育（慣らし

保育）の期間 

・入園後10日間（※必須。延長は可能だが短縮は不可） 

 9:00-11:00：3日間、9:00-12:00：3日間、9:00-14:30：2日間 

 9:00-15:30：2日間 

その他 

・ブログやインスタグラムなど様々な方法で情報を発信しています。 

・園からのお知らせや連絡帳はメールの為、スマホで園の様子が分かります。 

・午睡はコット（簡易ベッド）を使用。メッシュのベッドの為、掛け敷きのタ

オルケットのみご用意ください。 

サンライズキッズ保育園豊科園 施設のホームページは 

こちらから→ 

令和４年４月に開園した小規模保育園です。 

保育目標：もっと輝け明日のぼく、わたし！

周りに光とパワーを与えるぽかぽか暖かい太

陽のような子になろう  

温かい家庭のような落ち着いた環境で体操や

リトミック英語のカリキュラムを取り入れな

がら、のびのびと自己表現できる保育園で

す。広々とした園庭があり、毎日元気に遊べ

ます。 

教育・保育方針 
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新 （仮称）穂高みらいく保育園 

〈VISION〉子育てしやすい未来をつくる 

みらいくは「ちいきの」の保育園です。子育

て世代に限らず、「ちいき」に根ざした活動

に関わっていきます。地域と子育て世代を繋

ぐことでお父さんやお母さんがイキイキと働

き、楽しく子育てをする。そんな社会はきっ

と心豊かな子どもを育むでしょう。みらいく

は、子育てしやすい社会を目指し、笑顔あふ

れる未来をつくりたいと願っています。 

〈園の方針〉あたたかな愛情のもと、安心安

全清潔な環境の中『ともに』遊び・学ぶ場 

令和５年４月１日

オープン予定園の

ご紹介！ 
教育・保育方針 

園の情報 

住所 安曇野市穂高柏原１２６１－２ 

電話番号 
（０２６）－２１４－７７２０ ※開園までの連絡先 

一般社団法人信州子育てみらいネット（みらいく早苗町保育園） 

定員 １９名 

受入年齢 生後６ヶ月経過後～２歳児 

開園時間    
月～金  ７：３０～ １９：００ 

土  ７：３０ ～１９：００ 

長時間保育 

保育 

標準時間 
100円/30分 （18：30～19：00） 

保育 

短時間 
100円/30分 （7：30~8：30、16：30~19：00） 

突発長時間保育 なし 

一時預かり なし  

入園後に別途かか

る主な費用 

・教材費等：約4,000円 ※必要時に徴収します。 

（帽子、画用紙、クレヨン、のり、粘土セット、お道具箱、連絡ノー

ト） 

プレ保育（慣らし

保育）の期間 
・入園後１～２週間程度（※期間は相談に応じます。） 

その他 
・日曜祝日・年末年始は休園。 

・土曜保育も給食あり。 
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新 スクルドエンジェル保育園安曇野豊科園 

①心身ともに健康な子 

 

②自分で考えて行動できる子 

 

③友だちや社会を思いやり、信頼関係を築け

る子 

令和５年４月１日

オープン予定園の

ご紹介！ 

教育・保育方針 

園の情報 

住所 
安曇野市豊科高家5142-2、5145-9（仮地番） 

（高家郵便局の隣です！） 

電話番号 （０９０）－８８５２－１８１１ ※開園までの連絡先 

定員 １９名 

受入年齢 生後３ヶ月経過後～２歳児 

開園時間    
月～金  ７：００～ １９：００ 

土  ７：００ ～１９：００ 

長時間保育 あり（料金は市の規定に準ずる） 

突発長時間保育 あり（料金は市の規定に準ずる） 

一時預かり なし 

入園後に別途かか

る主な費用 

・園帽子：700円程 

・スポーツ振興センター加盟金：240円程 

プレ保育（慣らし

保育）の期間 
・入園後１～２週間程度 

その他 

・保育理念をもとに情操豊かな「こころ」を伸ばす情操教育、 

 健全な「身体」を育むリトミック・幼児体育、世界で通用す 

 る語学力の基本を身につけるための外国人講師による幼児英 

 会話など、質の高い幼児教育プログラムを提供します。 

・保護者の方に負担がかからないよう、心を込めたできる限り 

 のサポートをさせていただきます。 
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１１ 自然保育（やまほいく）を推進しています！ 

市では、安曇野の豊かな自然環境と多様な地

域資源を活用した、屋外を中心とするさまざ

まな体験活動を積極的に取り入れた幼児・保

育教育を推進しています。 

 

自然保育を通じ子どもたちが学びの原動力で

ある「わくわくドキドキ」の感性を育み、自

ら学び成長しようとする力を伸ばしてあげる

こと。そうした幼児・保育教育を積極的に

行っています。 

■ 公立保育施設の全園（１８園）で「信州やまほいく」の認定を受けています 

長野県が、自然保育の質を重視する２４の 

基準を設定して、自然保育に積極的に取り 

組む施設や団体に対して基準を満たす場合 

に認定する制度です。 

信州やまほいくには「普及型」と「特化型」

の認定があります。 

 

普及型：一週間で合計５時間以上、屋外を   

    中心とした体験活動が行われている。 
 

特化型：一週間で合計15時間以上、屋外を 

    中心として体験活動が行われている。 

安曇野市では、公立園が１８園（全園）、 

認可外保育施設が４園、認定を受けています。 
 

 ・公立園１８園は普及型、うち１園（明科北認定こども園） 

  は特化型の保育も行っています。 

 ・認可外保育施設２園は特化型、２園は普及型 
 

認可外保育施設については５６ページの一覧を 

ご覧ください。 

■ 自然保育ってどんな保育？ 

 信州やまほいくって何？  

INFORMATION 

参考サイト 

自然保育ポータルサイト「信州やまほいくの郷」で各公立園 

の自然保育の様子を紹介しています。 

QRコード（市HP）のリンク先から、ご覧になりたい園名を 

クリックしてください。 

 

五感を育む 

 

自己肯定感を育む 

 

 

非認知能力を育む 

安曇野市自然保育のポイント 

★自分を好きに 

★自信がつく 

★自主性 

 ★豊かな感受性 

 ★たくましい身体 

 ★地元への愛着 

★好奇心 

★集中力 

★忍耐力 

「あづみの自然保育」アカウントで、安曇野の魅力が詰まった 

自然保育の様子を発信しています！ 

Instagram Facebook Twitter Youtube 
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１３ 公立認定こども園の保育業務の民間委託について 

対象施設 委託の時期 備考 

明科北認定こども園 令和４年度から 受託者はNPO法人響育の山里くじら雲 

三郷西部認定こども園 令和６年度から予定 
令和４年度に委託者を決定し、令和５年

度に引き継ぎ保育を実施 

有明あおぞら認定こども園 協議が整い次第  

豊科南部認定こども園 協議が整い次第  

三郷東部認定こども園 協議が整い次第 令和６年度までに園舎を移転新築予定 

  安曇野市では多様化する保育ニーズへ対応するために、民間活力を導入することで幼児 

 期の教育・保育環境を充実させるべく、一部の公立認定こども園の保育業務を民間に委託 

 していきます。 

  民間委託により、保育者が市の職員から社会福祉法人等の民間事業者の職員へと変わり 

 ますが、委託後も市は委託者として責任を持ち、保育業務に必要な委託料を委託業者に支 

 払います。利用者負担額、保育時間等は基本的に公立認定こども園と同じです。民間委託 

 の対象施設、時期については以下の表のとおりです。 

 ※引き継ぎ保育とは 

  保育業務の民間委託により保育士が入れ替わることによる園児への影響を最小限にするため、委託 

  準備期間に市の職員と委託業者の職員が合同で保育をします。園児や保護者が新しい保育士と良好 

  な関係を築けるように、概ね１年間の引き継ぎ期間を設けます。 

詳しくは市ホーム

ページをご覧くださ

い。ＱＲコードを読

み取るだけで市ホー

ムページが表示され

ます。 

１２ 認可外保育施設の紹介 

施 設 住 所 連絡先・備考 受入年齢 
やまほいく

認定 

保育室 くまのこ 明科七貴９280-1 0263-62-5158 ０歳児～ 〇 

自由保育所 ひかりの子 穂高柏原2847-3 0263-82-1853 ３歳児～ 〇 

保育室モモ（※認可外枠） 穂高有明985-2 0263-84-4560 30日経過後～２歳児  

野外保育 森の子 穂高有明7958 090-9665-4801 ３歳児～ 〇 

安曇野シュタイナーこども園 

おひさま 
穂高有明9068-1 

090-4244-5108 

(※15時～１８時の間のみ)  

３歳児～ 

（※２歳児は要相談） 
〇 

託児所 よってき家 堀金烏川679-6 080-5827-4851 ８ヶ月経過後～２歳児  

アッパレはうす 豊科南穂高2873 0263-88-8782 １歳児～未就学児  

 以下は認可外保育施設として長野県に届出を行った施設です。認可外保育施設は、利用者

と施設の直接契約です。利用を希望する場合は施設に直接連絡し、空き状況や保育料等、 

利用可能かどうか確認してください。 
令和４年９月時点 

 〇民間委託に関する問い合わせ 

  公立認定こども園の民間委託は、「安曇野市立認定こども園の民営化に関する実施計画」 

 及び「安曇野市立認定こども園民営化中長期ビジョン」に基づき進めています。 

  実施計画及び中長期ビジョンは市ホームページにて公開していますので、詳しくは市の 

 ホームページをご覧いただくか、こども園幼稚園課まで直接お問い合わせください。 
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１４ 安曇野市保育施設一覧 

番

号 
公私 区分 保育施設名 定員 受入年齢 

土曜 

保育 

一時 

預かり 
所在地 電話番号 

1 公立 認定こども園 豊科認定こども園 １５０ 6ヶ月経過後   豊科4553-15 72-2305 

2 公立 認定こども園 豊科南部認定こども園 １３０ 6ヶ月経過後  ○ 豊科369-1 72-0862 

3 公立 認定こども園 南穂高認定こども園 １６０ 6ヶ月経過後 ○  豊科南穂高2856 72-1431 

4 公立 認定こども園 たつみ認定こども園 １０５ 6ヶ月経過後   豊科高家151-1 72-5445 

5 公立 認定こども園 アルプス認定こども園 １００ 6ヶ月経過後  ○ 豊科高家3259 72-1432 

6 公立 認定こども園 上川手認定こども園 ８０ 6ヶ月経過後   豊科田沢4917-1 72-2285 

7 公立 認定こども園 有明の森認定こども園 １６０ 6ヶ月経過後  ○ 穂高有明2105-274 83-2104 

8 公立 認定こども園 有明あおぞら認定こども園 １６０ 6ヶ月経過後 ○  穂高有明9511 84-5020 

9 公立 認定こども園 西穂高認定こども園 ２５０ 6ヶ月経過後   穂高柏原5217 82-5651 

10 公立 認定こども園 北穂高認定こども園 ９０ 6ヶ月経過後  ○ 穂高北穂高494-1 82-6153 

11 公立 認定こども園 穂高認定こども園 １８０ 6ヶ月経過後   穂高9175 82-6772 

12 公立 認定こども園 三郷北部認定こども園 １５０ 6ヶ月経過後 〇  三郷明盛3365-1 77-2393 

13 公立 認定こども園 三郷南部認定こども園 １５０ 6ヶ月経過後  ○ 三郷温60-1 77-2900 

14 公立 認定こども園 三郷東部認定こども園 １７０ 6ヶ月経過後   三郷明盛1068-1 77-2898 

15 公立 認定こども園 三郷西部認定こども園 ７０ 6ヶ月経過後   三郷小倉3484-1 77-2416 

16 公立 認定こども園 堀金認定こども園 ２８０ 6ヶ月経過後  ○ 堀金烏川2280 72-2175 

17 公立 認定こども園 明科北認定こども園 ９０ 6ヶ月経過後   明科東川手872-1 62-3954 

18 公立 認定こども園 明科南認定こども園 １３０ ６ヶ月経過後  ○ 明科中川手2924-2 62-3955 

19 公立 幼稚園 穂高幼稚園 １４０ 3歳児～   穂高6802 82-2053 

20 私立 保育所 細萱保育園 ９０ ８ヶ月経過後 ○ ○ 豊科南穂高3757-3 72-2367 

21 私立 認定こども園 認定やまぶきこども園 ７５ 6ヶ月経過後 ○ ○ 三郷明盛1491 77-1230 

2２ 私立 認定こども園 花園認定こども園 ５７ ３ヶ月経過後 ○ ○ 豊科田沢6451-2 72-4645 

2３ 私立 
家庭的 

保育事業 
保育室モモ ５ 生後30日～2歳児 ○  穂高有明985-2 84-4560 

2４ 私立 
小規模 

保育事業 
あづみ野おとぎ保育園 １９ ６ヶ月経過後～2歳児 ○  豊科南穂高3974-4 50-5470 

2５ 私立 
小規模 

保育事業 
あづみ野第２おとぎ保育園 １９ ６ヶ月経過後～2歳児 ○  豊科田沢6210-3 88-0075 

2６ 私立 
小規模 

保育事業 
あづみ野第３おとぎ保育園 １９ ６ヶ月経過後～2歳児 ○  豊科2519-2 87-3696 

27 私立 
小規模 

保育事業 
ニチイキッズ安曇野保育園 １９ 3ヶ月経過後～2歳児 ○  穂高柏原975-1 81-0601 

28 私立 
小規模 

保育事業 
ニチイキッズ穂高保育園 １９ 3ヶ月経過後～2歳児 ○  穂高6316-1 81-1031 

29 私立 
小規模 

保育事業 
サンライズキッズ保育園安曇野園 １９ 4ヶ月経過後～2歳児 〇  三郷温３318-2 050-5807-2387 

30 私立 
事業所内 

保育事業 
きらり穂高病院保育園 １９ ６ヶ月経過後～2歳児 〇 〇 

穂高4611-2  
穂高病院敷地内 88-5362 

31 私立 
小規模 

保育事業 
サンライズキッズ保育園豊科園 １９ 4ヶ月経過後～2歳児 〇  豊科３３２－１ 050-8881-1355 

32 私立 
小規模 

保育事業 
（仮称）穂高みらいく保育園 １９ ６ヶ月経過後～2歳児 〇  

安曇野市穂高柏原 
１２６１－２ 

026-214-7720 

※開園までの連絡先 

33 私立 
小規模 

保育事業 
スクルドエンジェル保育園豊科園 １９ 3ヶ月経過後～2歳児 〇  

（仮地番）安曇野市
豊科高家5142-2他 

090-8852-1811  

※開園までの連絡先 
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⑩北穂高認定こども園 

㉓保育室モモ 

⑲穂高幼稚園 

⑳細萱保育園 

㉔あづみ野おとぎ保育園 

③南穂高認定こども園 

①豊科認定こども園 
⑯堀金認定こども園 

⑮三郷西部認定こども園 
㉑認定やまぶきこども園 

④たつみ認定こども園 

⑥上川手認定こども園 

㉛サンライズキッズ 
保育園豊科園 

㉚きらり穂高病院保育園 

豊科北小学校 ○文  

○文  

堀金小学校 
○文  

豊科南小学校 

○文  

○文  豊科東小学校 

三郷小学校 
㉙サンライズキッズ 

保育園安曇野園  

○文  

⑭三郷東部 

認定こども園 

穂高西小学校 ○文  

⑨西穂高認定 
こども園 

㉘ニチイキッズ 
穂高保育園 

○文  穂高南小学校 

穂高北小学校 ○文  
明北小学校 

明南小学校 ○文  

豊科南部総合公園（体育館） ○公  ②豊科南部 
認定こども園 

⑬三郷南部 
認定こども園 

○文  豊科高等学校 

⑫三郷北部 
認定こども園 

㉖あづみ野第３ 

おとぎ保育園 

㉒花園認定 
こども園 

㉕あづみ野第２ 

おとぎ保育園 

⑧有明あおぞら 
認定こども園 

⑦有明の森 
認定こども園 ⑰明科北 

認定こども園 

⑱明科南 
認定こども園 

⑪穂高認定 
こども園 

㉗ニチイキッズ 

安曇野保育

⑤アルプス認定 
こども園 

㉜（仮称）穂高 
みらいく保育園 

㉝スクルドエンジェル保育園豊科園 
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