
（宛先） 安曇野市長 （届出を行う保護者）

　子どものための教育・保育給付に係る支給認定の変更（届出事項の変更）について、次のとおり申請します。

1

2

3

　以下の該当する変更事項にチェック（☑）してください。

※変更がある場合は、前月25日までに保育施設等に提出してください。 ※変更後の入所要件等は、提出された月の翌月からの適用となります。

※関係書類等を添付のうえ、提出してください。

（確認欄） （利用者負担額算定確認欄）

□ 認定こども園
□ 保育園
□ 幼稚園

　□ 申請中
　□ 利用中
　□ 利用予定　（生年月日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日）

児童名 園年齢 利用（申込）施設の名称 利用区分

保育施設等入所申込書記載事項変更届

年　　　　　月　　　　　日

住　　 所：

氏 　　名： 連絡先：

変更事項 変更前 変更後 添付書類

□ 住所

（住所） （住所）

　【住所変更日 ：　　　　　年　　　　　月　　　　　日　】

（勤務先等）

（就労：勤務者）　 　様式① 就労証明書
（就労：自営農業）　様式① 就労証明書
（就労：専従者） 　　様式② 事業従事状況証明書　【変更事由：　□ 転職　　　□ 退職・離職　　　□ その他（　　　　　　　　　　）　】

　【事象発生日 ：　　　　　年　　　　　月　　　　　日　】

□ 保護者

（氏名） （氏名）
（婚姻） 　マイナンバー関係書類
　　　　　　保育を必要とする事由に関する書類

（離婚）　保育料に係る申立書
　　　　　　保険証（親・子）のコピー
　　　　　　戸籍謄本

　【変更事由　　：　□ 婚姻　　　□ 離婚　　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　）　】

　【事象発生日 ：　　　　　年　　　　　月　　　　　日　】

□ 支給認定区分
　　保育必要量

　□ １号
　□ ２号 （ □ 標準時間　　□ 短時間 ）
　□ ３号 （ □ 標準時間　　□ 短時間 ）

　□ １号
　□ ２号 （ □ 標準時間　　□ 短時間 ）
　□ ３号 （ □ 標準時間　　□ 短時間 ）

※１号：年少～年長で、保育の必要性がない方
　 ２号：年少～年長で、保育の必要性がある方
　 ３号：未満児で、保育の必要性がある方

□ 利用時間

　　　時　　　　分　～　　　　時　　　　分 　　　時　　　　分　～　　　　時　　　　分
原則的な教育・保育時間を超過し施設を利用される場合
　　１号認定の方　　　・・・　預かり保育申請書
　　２、３号認定の方　・・・　長時間保育申請書

　※認定区分の変更後においても施設超過利用申請を行う
　　 場合、変更前に利用していた申請の解除が必要です。

　※利用の有無
　　　　預かり保育　　・・・　□有　　  □無
　　　　長時間保育　 ・・・  □有　  　□無

　※利用の有無
　　　　預かり保育　　・・・　□有　　  □無
　　　　長時間保育　 ・・・  □有　  　□無

　□ 無　 　　　□ 多子世帯 　□ 要保護 (保育料）

園　　長 保育担当 認定区分 所得割額 階　　層 同時通園

□ 入所日 　　　年　　　　月　　　　日 　　　年　　　　月　　　　日

□ 認定期間 　　　年　　　　月から適用

　□ 多子　　　□ 特例 口座振替　　・　　納付書

□ 年長  　□ ２歳
□ 年中  　□ １歳
□ 年少　　□ ０歳

□ 認定こども園
□ 保育園
□ 幼稚園

　□ 申請中
　□ 利用中
　□ 利用予定　（生年月日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日）

□ 出産（予定）日
※出産月を除く、産後６ケ月を迎える方
　保育の必要性あり　⇒　２号・３号へ変更　※様式①～様式⑤が必要
　保育の必要性なし ⇒　１号へ変更（年少～年長）又は退園（未満児）

特例多子 円

　□ １子目　　□ ２子目　 　　□ ３子目 （副食費）

市独自減免  免除 ・ 2,500円 ・ 4,500円

特例区分 利用者負担額

 □１号
 □２号短　  □２号標準
 □３号短　  □３号標準

円 階層

／

□ 年長  　□ ２歳
□ 年中  　□ １歳
□ 年少　　□ ０歳

□ 認定こども園
□ 保育園
□ 幼稚園

　□ 申請中
　□ 利用中
　□ 利用予定　（生年月日：　　　　　年　　　　　月　　　　　日）

□ 年長  　□ ２歳
□ 年中  　□ １歳
□ 年少　　□ ０歳

　　　年　　　　月　　　　日 　　　年　　　　月　　　　日
(出産日)(予定日)

□ 保育を必要とする
　　事由

（父親） （父親）
（就労：勤務者）　 　様式① 就労証明書
（就労：自営農業）　様式① 就労証明書
（就労：専従者） 　　様式② 事業従事状況証明書

（妊娠・出産）　　　　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部分
（疾病） 　　　　　　 　様式④ 診断書
（介護・看護）　　　　様式⑤ 介護・看護申告書
　　　　　　　 　　　　　様式④ 診断書 又は障害者手帳等のコピー

（求職活動）　　　 　様式③ 求職に関する申立書
（就学）　　　　　　　 学生証 又は 在学証明書のコピー
　　　　　　　　　　　  カリキュラム等のコピー

　□ 就労　　　　　　 　 　□ 災害復旧
　□ 妊娠、出産　　　　　□ 求職
　□ 疾病・障がい　　　　□ 就学
　□ 介護・看護  　 　　　□その他

　□ 就労　　　　　　 　 　□ 災害復旧
　□ 妊娠、出産　　　　　□ 求職
　□ 疾病・障がい　　　　□ 就学
　□ 介護・看護  　 　　　□その他

（母親） （母親）

　□ 就労　　　　　　 　 　□ 災害復旧
　□ 妊娠、出産　　　　　□ 求職
　□ 疾病・障がい　　　　□ 就学
　□ 介護・看護  　 　　　□その他

　□ 就労　　　　　　 　 　□ 災害復旧
　□ 妊娠、出産　　　　　□ 求職
　□ 疾病・障がい　　　　□ 就学
　□ 介護・看護  　 　　　□その他

□ 勤務先等

　（該当者）
　 　□ 父　　　□ 母

（勤務先等）


