
１．令和３年４月１日からの入所申込み

●4月1日からの新規の申込み
：令和２年１１月２日から

：市役所ワン・テン庁舎２階　子ども家庭課

●継続入所を希望（現在入所中の保育所・こども園を継続希望）の方

●現在保育所・こども園に入所中で４月から他の保育所・こども園を希望する方

※

２．令和３年５月以降から入所希望の方

１．令和３年４月１日からの新規申込み・継続入所申込み

継続入所希望の方は、入所中の施設から配付されます。

：令和２年１１月１０日（火）～１３日（金）午前９時３０分から午後１時まで

：第1希望の保育所

※

２．令和３年５月以降から入所希望の方

申 込 書 配 付

一斉受付日以降も随時受付しますが、一斉受付期間内に申込みされた方を優先に利用調整しますので、
あらかじめご了承ください。

　現在入所中の保育所・こども園を継続せず、令和３年度から他の保育所・こども園を希望する方（施

設の変更をお考えの方）は、 新規申込みの方と同様の手続きをお取りください。

小規模保育所入所申込受付

 　入所希望日の２ヶ月前から､市子ども家庭課で随時受け付けします。
 　原則毎月１日入所となります。前の月の10日までに申し込みください。

　 ※入所可能な施設をご案内できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

：令和２年１１月２日から各小規模保育所、市子ども家庭課で配付します。

　認可保育所・こども園に現在入所中の方については、各保育所・こども園から配付される申込関係書

類に記入し、必要書類を添付のうえ、各施設が指定する日までに入所中の施設へ提出してください。

　※就労証明書等の保育を必要とする事由の添付書類は基本不要です。

令和３年度　保育所・こども園入所案内

申 込 書 配 付

一 斉 受 付

受 付 場 所

市子ども家庭課、唐桑総合支所保健福祉課（燦さん館）、本吉総合支所保健福祉課、
各認可保育所、気仙沼・本吉の両児童センターで配付するほか，市のホームページに
も掲載いたします。

：令和２年１１月１0日（火）～30日（月）午前９時００分から午後５時まで(休日を除く)

認可保育所・こども園入所申込受付

原則毎月１日入所となります。前の月の10日までに申し込みください。
 　利用希望日の２ヶ月前から、市子ども家庭課で随時受け付けします。

令和２年１１月１３日以降も子ども家庭課、各小規模保育所で随時受け付けします。

受 付 日

受 付 場 所



　

※

出産前：出産予定日を基準に前８週間

出産後：出産日を基準に後８週間

保護者の卒業予定日の月末まで

※

※

※ 認定期間を過ぎた場合は、保育所・こども園の入所ができませんのでご注意ください。

子どもの小学校就学までで市長が必要と認め
る期間

就学している（職業訓練学校
における職業訓練を含む）

育児休業取得時に既に保育所
を利用している子がいて継続
利用が必要な場合

子どもが満３歳未満の場合、認定の期間については、上記の表で「子どもの小学校就学まで」とあるのは、「子ど

もが満３歳に到達する前日まで」となります。

事由によって認定期間が異なります。事由がなくなった場合は、認定取消（退所）となります。

（子どもの小学校就学までの方が短い場合はその期間）

申請内容
による

生まれるお子さんが１歳を迎える日の月末まで

保育短時間

就学時間
による

（就労参照）
（子どもの小学校就学までの方が短い場合はその期間）

災害復旧

保育短時間

求職活動

その他、保育が必要な状態に
あると認められるとき

就学

育児休業取
得時の継続

利用

その他

求職活動（起業準備を含む）
を継続的に行っている

妊娠中または出産後間がない

保育標準時間

病人の
看護等

教育・保育を必要とする認定（教育・保育給付認定）について

　保育所やこども園、又は幼稚園へ入所（園）を希望する場合には、利用するための認定を受
けていただく必要があります。認定区分は、年齢や利用希望によって３つに分かれますが、保
育所の入所を希望する場合には、保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」のいずれかに
該当し、保育認定（２号・３号認定）を受けていただく必要があります。
　保育認定は、認定事由によって認定期間が異なり、保護者の就労状況等によって、保育の必
要量として「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
　認定期間を過ぎた場合には、保育所の入所ができませんのでご注意ください。
　認定申請は、入所申込と同時に行っていただきます。
　なお、小規模保育所への入所を希望する際にも、認可保育所に準じて保育認定を受けていた
だく必要があります。

２号認定
子どもが満３歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当する
子ども

保育所・
こども園(保育部門)

３号認定
子どもが満３歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当する
子ども

保育所・こども園(保育部
門)・地域型保育事業

入所施設

１号認定 子どもが満３歳以上の就学前の子ども(２号認定を除く)
幼稚園・

こども園(幼稚園部門)

認定区分 対　象

子どもの小学校就学まで

子どもの小学校就学まで

保育短時間

保育標準時間

保育標準時間

（子どもの小学校就学までの方が短い場合はその期間）

申請内容
による

子どもの小学校就学まで

子どもの小学校就学まで

　４月入所申込みの認定通知の送付は、認定事務が集中することから、令和3年下旬から３月上旬を予
定しています。（子ども・子育て支援法第２０条第６項ただし書きの規定による。）
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疾病・
障害

有効期間の開始日から90日を経過する日まで

保育標準時間

認定期間・入所期間

保護者の疾病、障害

同居または長期入院等してい
る親族を常時介護・看護して
いる

災害復旧にあたっている

保育を必要とする事由
保育の必要
量の区分

（子どもの小学校就学までの方が短い場合はその期間）

就労
月48時間以上の就労

月120時間以上の就労

妊娠・
出産



≪保育の必要量について≫

保育標準時間・・・・・・・・・・・両親がフルタイム就労等を想定した利用時間（１日最長１１時間※
の中で必要となる保育時間）
※認可保育所の場合、7：30～18：30の間の必要な時間

保育短時間・・・・・・・両親またはいずれかがパートタイム就労等（短時間就労等）を
想定した利用時間（１日最長８時間※の中で必要となる保育時間）
※認可保育所の場合8：00～16：00の間の必要な時間

※

《認可保育所・こども園の保育料》

（例）令和３年度の保育料算定

≪入所申込みができる方≫

保育標準時間認定を受けることができる場合でも，保護者の希望により保育短時間認定を選択
することもできます。

６月分 ２月分

　保育を必要とする認定は、保護者の就労状況等によって、保育の必要量として「保育標準時

間」と「保育短時間」に区分されます。保育所の利用時間は、保育の必要量に応じて設定され

る保育所の受入時間帯内で、認定された保育の必要量で決められた１日に利用できる最大の時

間の範囲内となります。

　なお、保育所は、認定された保育の必要量の範囲内で、就労や通勤等で子どもを保育できな

い時間に、必要な範囲で利用するものですので、利用時間は、就労時間等の状況より、保育

所・こども園と話し合いの上、決めていただくことになります。

　認可保育所・こども園の保育料は、子どもの父母（場合によっては祖父母を含む）の市町村

民税課税額（均等割・所得割）の合計によって算出されます。なお、保育料算定にあたっての

市町村民税所得割額は、税額控除（住宅借入金等特別税額控除など）適用前の額となります。

　このほか、お子さんの年齢区分や教育・保育認定の区分、保育必要量の区分（保育標準時間

と保育短時間）に応じて保育料が設定されます。具体的な保育料の金額は、国の基準を上限と

して市が設定することになっており、４ページを参照ください。

　また、４月分から８月分は前年度の市町村民税課税額を基に、９月分から３月分は当年度の

市町村民税課税額を基にそれぞれ算出いたしますので、９月に保育料が変更になります。

　なお、幼児教育・保育の無償化により、３歳児クラス以上（小学校就学前まで）の保育料は

無料ですが、副食費は保護者負担になります。保育料同様、市町村民税課税額によっては副食

費が免除される場合があります。詳しくは４ページを参照ください。

11月分７月分 ８月分 ９月分 10月分

認可保育所・こども園(保育所部門)の入所申込み

　保護者及び子どもが市内に住所を有し、保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」のい
ずれかに該当するため、家庭で保育することができない場合です。
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12月分 １月分

令和２年度の市町村民税課税額を
基に保育料を算定

令和３年度の市町村民税課税額を基に保育料を算定
（９月分から保育料が変更）

４月分 ５月分 ３月分



≪申込みに必要な書類≫
①教育・保育給付認定（変更）申請書兼現況届

②保育所入所申込書

③保育を必要とする事由を証明する書類

※

※

④児童健康調査票

⑤保育所入所申込補助票

⑦保育料等を算定するための書類

・令和2年1月2日以降に気仙沼市に転入した場合

※

※

・児童や同居の親族に障害手帳等が交付されている場合

身体障害者手帳，療育手帳，精神障害者保健福祉手帳，特別児童扶養手当の写し。

≪申込手続き≫

　前記の≪申込みに必要な書類≫の①～⑦を揃えて、申し込んでください。

　受付場所と日程は、表紙のとおりです。

≪入所の選考・決定≫

就学
・在学証明書
・時間割表など

育児休業取得時
の継続利用

就労証明書、育児休業証明書、辞令
（写し）など

備考

疾病・障害
診断書または、障害者手帳・療育手
帳の写し

診断書には「治療期間」と「〇〇の疾病
のため、家庭保育が困難」と記載しても
らってください。
障害者手帳等は、等級が確認できるペー
ジをお願いします。

保育を必要とする事由を証明する書類は、父母及び同居の家族（祖父母）は全員分を提出してください。（ただ
し、70歳以上の祖父母は省略可です。）同居の家族の書類の提出がない場合は、優先度が下がります。

提出書類

病人の看護等

妊娠・出産

求職活動
・求職活動状況申告書
・ハローワーク受付票（写し）

母子健康手帳の写し
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指定様式に、勤務先等からの証明が必要
です。
自営業の方は、指定様式に事業を行って
いることを証明できる確定申告書等の写
しを添付してください。

母親氏名及び出産予定日がわかるページ
をお願いします。

診断書には「治療期間」と「看護等が必
要なため、家庭保育が困難」と記載して
もらってください。
障害者手帳等は、等級が確認できるペー
ジをお願いします。

既に求職活動を実施している方は、それ
を証明する書類も提出してください。

在学証明のほかに、通学日数や時間など
が確認できるもの（時間割表）

育児休業期間が確認できる書類を提出し
てください。

　認定申請書、入所申込書、就労証明書等の用紙は市子ども家庭課、燦さん館、本吉総合支
所、児童センター、各認可保育所で配付しているほか市のホームページにも掲載しています。

保護者の保育を必要とする事由を証明をする書類の提出がない場合は、認定することができず保留状態となり、
認可保育所へは入所できないことになりますので、ご注意ください。

・介護・看護状況申告書
・看護等を必要とする方の診断書、
障害者手帳、療育手帳、介護保険被
保険者証の写し

令和3年4月～令和3年8月

保育料を算定するための書類の提出がない、市町村民税の申告がない場合は、課税状況が確認できないため、保
育料は最高額で算定させていただきます。所得がない等の理由で所得税の申告が不要な方でも、市町村民税の申
告手続きをしていただきますようお願いします。

(お勤めの方)→就労（見込）証明書
(自営業の方)→就労状況申告書
(内職の方)　→内職申立書兼証明書

事由

就労

令和2年度市町村民税課税証明書

令和2年度市町村民税課税証明書 令和3年度市町村民税課税証明書

提出不要

⑥マイナンバーが確認できる書類（申請に来られる保護者の通知カード又は個人番号カード及び本人が確認できる書類）

令和3年9月～令和4年3月
気仙沼市への転入日

令和2年1月2日～令和3年1月1日

令和3年1月2日以降

入所希望月

マイナンバーの本格運用開始により，保育料についてはマイナンバーの確認ができれば，上記課税証明書の提出
を省略することができます。

　利用申込者が多数の場合や、保育所の受入体制によっては、入所の選考をいたします。
　選考にあたっては、家庭状況や保護者の就労状況などから保育の必要性の優先度を総合的に
判断して行います。



令和3年4月入所・・・・・ 一斉受付期間申込分　令和３年２月上旬から中旬頃
上記受付期間以降分　令和３年３月上旬以降

令和3年5月以降の入所・・・・・・入所希望日までに随時送付

≪保育料≫

市町村民税所得割額 78,600円以上
97,000円未満

市町村民税所得割額 97,000円以上
117,000円未満

市町村民税所得割額 117,000円以上
137,000円未満

市町村民税所得割額 137,000円以上
169,000円未満

市町村民税所得割額 169,000円以上
209,000円未満

市町村民税所得割額 209,000円以上
249,000円未満

市町村民税所得割額 249,000円以上
301,000円未満

市町村民税所得割額 301,000円以上
397,000円未満

市町村民税所得割額
397,000円以上

※
※
※
※

≪給食費について≫

35,000 34,400

42,000 41,200

45,000 44,200

所得割額57,700円未満の世帯（BからC４階層の一部）については、多子軽減の対象は同時入所にかかわらず、保護者と生計を
一にしている兄弟等の順に入所児童が何人目となるかを判定します。(年齢制限撤廃対象)

66,000 64,800

48,000 47,100

60,000 58,900

年度途中の入所の場合、児童の4月1日現在の基準額が適用されます。3歳児は、満3歳になった後の4月1日からが無償化の対象です。

C13

保護者の収入が103万円未満の場合は、同居する祖父母等を家計の主宰者として認定し、主宰者の市民税額も算出の対象とします。

0

30,000 29,400

３歳以上児
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同一世帯で2人以上の児童が保育所・こども園・幼稚園に同時入所している場合、2人目は半額、3人目以降は無料となります。

選考結果（入所承諾書等）の発送時期

保育料（月額・円）
３歳未満児

標準 短時間

第1子

C1

0

13,000 12,700

  生活保護法による被保護世帯

市町村民税非課税世帯 0 0
市町村民税所得割額

年齢制
限撤廃
対象

6,000 5,800
0 0

ひとり親世帯等 第1子

第2子以降

0 0
第2子

第3子以降

20,000円未満 6,500 6,350

ひとり親世帯等

0 0

0

市町村民税所得割額
20,000円以上

48,600円未満

第1子

第2子

第3子以降

15,000 14,700
7,500 7,350

0 0

市町村民税所得割額
0

第1子

第2子以降

第3子以降

ひとり親世帯等 第1子

第2子以降

21,000 20,600
10,500 10,300

0 0
6,000 5,800

21,000 20,600

0 0

0 0

48,600円以上

●

●

0 0

0 0

22,000 21,600

6,000 5,800
0 0

6,000 5,800

6,000 5,800

11,000 10,800

B

C7

C8

C9

23,500

28,000 27,500

24,000

11,000 10,800

第2子以降

市町村民税所得割額 第1子

市町村民税所得割額

第1子

第2子

第1子

第2子以降

57,700円未満
ひとり親世帯等

10,500 10,300
市町村民税所得割額 第1子

11,000 10,800

22,000 21,600

22,000 21,600
0 0

77,101円以上 第2子

78,600円未満 第3子以降

ひとり親世帯等 第1子

第1子

63,600円以上 第2子

77,101円未満 第3子以降

ひとり親世帯等 第1子

57,700円以上 第2子

　認可保育所・認定こども園では、施設内で調理した給食を毎日提供します。0歳～2歳までは主
食と副食、3歳以上は副食を提供します。（3歳以上はご飯を持参していただきます。）
　3号認定児童は給食費が保育料に含まれますが，2号認定児童の副食費は保護者に負担していた
だきます（参考:令和２年度公立認可保育所 月額4,500円）。なお，年収360万円未満相当の世帯
と，第3子以降のお子さんは免除されます。（免除対象者の詳細は上記保育料の表をご参照くださ
い。）

●

●

●

C２

C3

C4

Ｃ5

C6

第3子以降

第2子

63,600円未満 第3子以降

C10

C11

C12

階層区分

A

3歳以上児(小学校就学前まで)は，

幼児教育・保育の無償化により，

保育料は無料です。

※副食費は，保護者の負担となります。

ただし，下記のどちらかに該当する場

合，副食費が免除されます。

①年収360万円未満相当の世帯
1号認定子ども

市町村民税所得割額77,101円未満世帯

2号認定子ども

市町村民税所得割額57,700円未満世帯

※ひとり親世帯は77,101円未満の世帯

②第3子以降の子ども
注)1号･2号で多子のカウントの仕方が異なり

ます。

1号認定子ども

小学校3年生までの児童のうち第何子かを

カウントします。

2号認定子ども

認可保育所・こども園等教育・保育施設を

利用している小学校就学前児童のうち第何子

かをカウントします。



≪入所の対象となる児童≫

≪保育日・保育時間≫

≪申込みに必要な書類≫

①教育・保育給付認定（変更）申請書兼現況届

②保育所入所申込書

③保育を必要とする事由を証明する書類

　現在入所中の保育所・こども園を継続せず、令和２年度から他の保育所・こども園を希望する方（施設の変更をお考えの方）は、 新規申込みの方と同様の手続きをお取りください。※ 認可保育所に準じますので、３ページをご覧ください。

※

④児童健康調査票

≪申込み方法≫

　前記の≪申込みに必要な書類≫の①～⑤を揃えて、申し込んでください。

≪入所の決定≫

令和３年４月入所・・・・・・・・・令和３年２月上旬から中旬頃

令和３年５月以降の入所・・・・・・入所希望日までに随時送付

≪保育料≫
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　幼児教育・保育の無償化により，保育料は無料です。

小規模保育所の入所申込み

　申込書の内容を確認・審査し、決定します。
　なお、４月からの新規入所希望及び令和３年度から保育所を変えたい方（同じ施設を継続入
所以外の方）は、各施設から面接の連絡がありますので、お子さんと同伴のうえ、面接を受け
てください。

入所承諾書の発送予定

　小規模保育所は、市内に住所を有している子どもで、令和３年４月１日現在で３歳以上の就

学前児童が利用できます。

　集団生活を通じて、生活習慣を身につけ、社会性を育てる保育を実施しています。

　夏休み、冬休みなどはありませんが、年末年始及び年度替移行期間などが休所となります。

　認可保育所に準じて、保育認定を受けていただくことが必要ですので、次の①から⑤の書類
を提出してください。

　原則として、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後３時までです。

　申込書等は各小規模保育所、市子ども家庭課で配付しています。

　受付場所と日程は、表紙のとおりです。

就労証明書は、健康保険証（勤務先事業所名が記載されているもの）の写しでも可とし
ます。

⑤マイナンバーが確認できる書類（申請に来られる保護者の通知カード又は個人番号カード及び本人が確認できる書類）

　給食の提供はありません。お弁当を持参していただきます。

≪保育を必要とする認定（保育認定）≫
　入所を希望する場合には認可保育所に準じて，保育認定（２号認定）を受けていただくこと

になりますが、保育の必要量は短時間で認定されます。



≪入所申込みができる方≫

≪申込みに必要な書類≫
①支給認定（変更）申請書兼現況届

②保育所入所申込書

③児童健康調査票

・令和２年１月２日以降に気仙沼市に転入した場合

※

　現在入所中の保育所・こども園を継続せず、令和２年度から他の保育所・こども園を希望する方（施設の変更をお考えの方）は、 新規申込みの方と同様の手続きをお取りください。

・児童や同居の親族に障害手帳等が交付されている場合

身体障害者手帳，療育手帳，精神障害者保健福祉手帳，特別児童扶養手当の写し。

≪申込手続き≫

　前記の≪申込みに必要な書類≫の①～⑤を揃えて、申し込んでください。

　受付場所と日程は、表紙のとおりです。

≪入所の選考・決定≫

令和3年4月入所・・・・・・・ 令和2年12月中旬頃

令和3年5月以降の入所・・・・・・入所希望日までに随時送付

こども園（幼稚園部門）の入所申込み

　保護者及び子どもが市内に住所を有す、満３才以上の就学前のお子さんです。

④マイナンバーが確認できる書類（申請に来られる保護者の通知カード又は個人番号カード及び本人が確認できる書類）

令和2年1月2日～令和3年1月1日 令和2年度市町村民税課税証明書 提出不要

⑤副食費徴収判定のための書類

令和3年1月2日以降 令和2年度市町村民税課税証明書 令和3年度市町村民税課税証明書

気仙沼市への転入日
入所希望月

令和3年4月～令和3年8月 令和3年9月～令和4年3月

選考結果（入所承諾書等）の発送予定
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副食費徴収判定のための書類の提出がない場合、副食費免除対象かの判定ができませんので、副食費は徴収対象
となります。所得がない等の理由で所得税の申告が不要な方でも、市町村民税の申告手続きをしていただきます
ようお願いします。

　支給認定申請書、入所申込書等の用紙は市子ども家庭課で配付しています。

　募集期間内のお申し込みであれば、入所申込みの遅い早いは関係ありませんが、申込みされ

る方が定員を超える場合は，抽選により決定いたします。(前年度からの継続入所の世帯が優先

となります。)※鹿折こども園幼稚園部門の定員は９名ですが，施設（クラス）の入所状況が

受入れ可能児童数を超過する場合は，定員に関わらず入所できない場合があります。
　また、選考結果の通知とあわせて、教育・保育給付認定申請に基づいた認定通知を送付しま
す。



　 ・

・

夏季休業日

冬季休業日

学年末休業日

≪保育料≫

≪給食費について≫

≪一時預かり事業（幼稚園型）について≫
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≪保育日・休業日・保育時間≫

　原則として、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後３時までです。

　日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）が休園日となりますが、1号認定（幼稚園部門）

の児童については、このほか市立幼稚園に準じ土曜日、学年始・夏季・冬季・学年末の休業日が

あります。

休園日 日曜日，祝日，年末年始（12月29日～1月3日）

休業日

学年始休業日 4月1日 ～ 4月7日

12月29日 ～ 1月4日

　１号認定（幼稚園部門）利用児童で、ご家庭の都合(保護者の病気や介護、冠婚葬祭等)によ

り降園時間後保育を希望されるときに一時預かりを行います。（1回500円）

　なお，幼児教育・保育の無償化により子ども家庭課から「保育の必要性の認定」（施設等利

用給付認定）受けた場合は、限度額の範囲内で利用料が無償化されます。詳しくは子ども家庭

課までお問い合わせください。

　認定こども園では、施設内で調理した給食を毎日提供します。0歳～2歳までは主食と副食、3歳

以上は副食を提供します。（3歳以上はご飯を持参していただきます。）

　副食費については、1号認定（幼稚園部門）児童は、1か月分毎に実費分(1食単価×喫食日数)を

負担していただきます。なお、1食あたりの副食費単価は、過去3年間の実績等を基に年度初めに

決定します。

　※参考　令和2年度副食費　　220円/食

　また，年収360万円未満相当の世帯と，第3子以降のお子さんは免除されます。（免除対象者詳

細については4ページ保育料の表をご参照ください。）

土曜日

8月10日 ～ 8月16日

3月25日 ～ 3月31日

　幼児教育・保育の無償化により，保育料は無料です。



※事業所内保育・・・・・・・・会社の事業所の保育施設で、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。

≪入所申込みができる基準≫

≪申込みに必要な書類≫
認可保育所の書類と同じですので、３ページをご参照ください。

①支給認定（変更）申請書兼現況届

②保育所入所申込書

③保育を必要とする事由を証明する書類（父母及び同居の家族全員分）

④児童健康調査票

⑤保育所入所申込補助票

⑥保育料を算定するための書類（父母及び同居の家族全員分）

≪申込手続き≫
入所申込み方法は、下記の事業所へ直接お問い合わせください。

事業所名：キッズハウス・どんぐり

住　　所：気仙沼市唐桑町小長根185-4

電話番号：25-8890

≪保育料≫

　お支払の方法等については、事業所にご確認ください。
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　地域型保育事業の保育料は、認可保育所と同じになりますので、４ページをご覧ください。

　なお、保育料の支払い先は地域型保育事業所へ直接お支払いいただくことになります。

地域型保育事業の入所申込み

　平成２７年度からスタートした子ども・子育て支援新制度では、１９人以下の少人数単位で、

保育を必要とする０～２歳児を預かる事業として、地域型保育事業が創設されました。

　現在、気仙沼市内では、１事業所（キッズハウス・どんぐり）が事業所内保育として実施して

います。

　なお、地域型保育事業の利用を希望する場合も保育認定が必要となります。

　保護者及び児童が市内に住所を有し、保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」のいず
れかに該当するため、家庭で保育することができない場合です。



１．

２．

３．

４．

１．

２．

３．

入所申込みにあたって必ずお読み下さい

　認可保育所・こども園(保育所部門)の入所の決定は申込順ではありません。また、保育が必要な度

合の高い順に決定するため、保育所の定員や申込をされる方の人数や状況、保育所の受入態勢等によ

り、希望する保育所にご案内できないことやどこの保育所にも入れない可能性もあります。仕事をし

ていれば必ず入所できるわけではありません。

　市子ども家庭課や保育所の職員が、電話等でご家庭やお仕事の状況等を確認・照会させていただく

ことがあります。

　入所申込書・教育・保育給付認定申請書の提出後、内容に変更があった場合は、速やかに市子ども
家庭課まで申し出てください。内容によっては、提出していただく書類があります。

　保育所は、保護者の就労等により保育を必要とするお子さんをお預かりする施設です。保育所在所

中に「保育を必要とする事由」が解消した時は、施設は退所となります。

　申込内容に不正（虚偽）があった場合、入所の決定を取り消すことがあります。

原則として、認定の効力発生日から90日となります。その期間中に、就労を開

始して保育を必要とする証明書類を提出してください。なお、その期間中に就

労できなかった場合は、保育の利用ができなくなります。

出産（予定）日の前後８週間となります。その後も入所を希望する場合には、
求職活動を行う等の保育を必要とする事由がなければ、利用ができなくなりま
す。

・保護者の転職・離職

・保育を必要とする事由に変更があった場合

・保育料の算定に係る事項について変更があった場合

入所申込みから入所決定まで

入所後について

　次の理由で保育所に入所した場合は、入所期間に制限や条件があります。

①求職活動･･････････

②出産････････････

【認可保育所・こども園（保育所部門）・地域型保育事業】

③育休中の方････････保育所の入所が決定した場合、入所開始月中には復帰し、翌月10日までに復職

証明書を提出してください。提出されない場合は、入所の決定を取り消すこと

があります。

　また、他の理由で入所した場合も含め、期間内でも家庭内で保育が可能となった場合には保育の実

施を解除することがあります。（家庭内外の労働を理由に入所した場合の離職、疾病等を理由に入所

した場合の治癒など）

　保育所入所後に、家庭状況に次のような変更があった場合には、「教育・保育給付認定変更申請

書」を市子ども家庭課へ提出してください。内容によって、添付書類が必要になる場合があります。

・子ども、保護者の氏名、住所変更

・世帯員の増減（婚姻、離婚など）

・雇用形態が変更（勤務日数や勤務時間の変更など）

※認定の変更申請を行わない場合は、認定を取消し、保育所への入所もできなくなる場合があります

ので、ご注意ください。
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１．

２．

３．

４．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

 教育・保育給付認定をされた場合、認定通知が送付されます。通知には、申請書類に基づき決定した認定

の区分、保育必要量、認定の有効期間等が記載されています。

　認定通知に記載されている事項や、認定の申請時に申し出た事項に変更があった場合は、認定変更

の必要がある場合がありますので、市子ども家庭課までお問い合わせください。

認定通知について

　保育料は、日々の保育所の生活に必要な経費の一部を負担いただくものです。

保育料について

　３号認定を受けているお子さんが満３歳に達した場合（２号認定に変更の必要あり）や、その他必

要と認められる場合は、申請がない場合でも市が認定の内容を変更することがあります。

　お子さんが市外に転出した場合や、保育の必要性がないと判断できる場合、その他必要と認められ

る場合は、市が認定を取り消すことがあります。

【小規模保育所】
　小規模保育所入所後に、家庭状況に次のような変更があった場合には、「教育・保育給付認定変更
申請書」を市子ども家庭課へ提出してください。内容によって、添付書類が必要になる場合がありま
す。

・子ども、保護者の氏名、住所変更

・保護者の転職・離職

　認定通知には、認定の有効期間が記載されています。有効期間を経過した後は、保育所の入所がで
きなくなりますので、ご注意ください。

・世帯員の増減（婚姻、離婚など）
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　保育料は、保護者の住民税所得割額の合計額（場合によっては祖父母も含みます）と、お子さんの
年齢により算定されます。

　保育料は、毎月末日が納期限となっております。納入通知書が届きましたら、納期限までに市内金
融機関、郵便局、またはコンビニエンスストアで納めてください。

　口座振替の手続きをされた方については、指定口座から自動的に引落になりますが、手続きされた
日にちによっては、利用開始月として希望された月の引落手続きが間に合わない場合がありますの
で、ご了承ください。

　お子さんが既に保育所に入所していたり、または以前に入所していたことがあり、口座振替の手続
きをされている場合、新規に入所するお子さんの保育料も自動的に口座振替となります。

　保育料を納期限までに納められなかった場合には、督促状が発行され、納期限翌日から納付日まで
の日数に応じて、延滞金が加算されます。また、保育料が納期限後に未納となっている場合には、児
童手当からの特別徴収（天引き）や、法に基づき給与等の差押を行うことがあります。

・世帯員の増減（婚姻、離婚など）

・保育を必要とする事由に変更があった場合

【こども園（１号認定）】

　こども園入所後に、家庭状況に次のような変更があった場合には、「教育・保育給付認定変更申請
書」を市子ども家庭課へ提出してください。内容によって、添付書類が必要になる場合があります。

・子ども、保護者の氏名、住所変更



■よくある問い合わせ

認可保育所・こども園（保育所部門）・地域型保育事業

１　入所申込みについて

（１）保育所は申し込みをすれば必ず入所できますか。
　この数年は申込みが多いため、保育所へ入所しにくい状況が続いています。

（２）入所申込みは早いほうが有利ですか。
　申込みの遅い早いは関係ありません。

（３）入所申込書には、希望保育所を第５希望まで記入しなければいけませんか。
　第５希望まで必ず記入する必要はありません。

（４）希望保育所を１か所だけしか書かなかった場合に，優先して入所することはできますか。

（５）求職活動中でも入所申込みはできますか。

　なお、採用内定がとれている場合は、就労（見込）証明書を申込時に提出してください。

（６）育児休業中ですが、入所申込みはできますか。

（８）兄弟姉妹を同時に申込みますが、同じ保育所に入所できますか。

　なお、年齢は４月１日時点を基準として判断します。

　申込みはできますが、同居の祖父母が７０才未満である場合は、保育を必要とする事由を証明する
書類の提出をお願いします。提出がない場合や、祖父母に保育を必要とする事由がない場合は利用調
整の際に優先度が低くなります。

- 11 -

　入所申込の状況や保育所の受入態勢等によっては、入所できない場合もあります。

　育児休業中の場合には、入所月中には復職していただくことを条件に申込みすることができます。
なお、入所できた場合は、復職日から２週間以内に「復職証明書」を勤務先から証明してもらい提出
をお願いすることになります。

　育児休業中の方は、元の会社に復職を前提に利用調整を行っていますので、入所決定月に復職でき
ない場合や転職した場合は、原則として入所決定を取消し、又は退所となります。

　保育所入所申込補助票の「兄弟姉妹同時申込をしている場合」欄で選択していただくことにしてい
ますが、必ず同じ保育所に入所できるとは限りませんので、御了承願います。

　なお、申込みは年間を通して受け付けしていますが、３歳未満児はほとんどの施設において４月当
初に定員に達するため、年度途中の入所は多くはありません。

　保育所ごとの利用調整ではなく、保育が必要な度合の高い順に決定するため、多くの保育所を希望
した方が入所しやすくなりますが、どこの保育所に決まっても通うことができる範囲でご記入くださ
い。

　１ヶ所のみの希望だから入りやすいということや、第２希望以降だから不利になるということはあ
りません。

　提出された書類により家庭の状況を確認させていただき、保育が必要な度合の高い方から、第１希
望から順に希望保育所への入所が可能かどうか選考しますので、一斉受付期間内に御都合の良い日程
で手続きをお願いします。

　「求職活動のために保育ができない」という理由での入所申込みは可能ですが、利用調整におい
て、求職活動中の方は就労中の方に比べて優先度が低くなります。

　また、入所できた場合には、９０日以内に就労先を決め、就労（見込）証明書と教育・保育給付認
定変更申請を提出していただきます。就労先が決まらなかった場合には、９０日で退所となります。

（９）祖父母と同居していますが、入所申込みはできますか。

（７）育児休業から復職予定で申込みましたが、入所後に元の職場に復帰できなかった場合は
　　どうなりますか。

　また、入所希望児童の健康状態について､申込書「健康調査票」に記載された内容によっては、さ
らに詳しくお聞きする場合があります。必要な場合、事前体験保育(２日間程度)を実施いたします。
　お子様の発達や健康状態に心配のある方は、個別にご相談をお受けしています。特別な配慮を必要
とするお子様について、保育士または、保育支援員の支援を受け集団保育が可能な場合は、入所の対
象となりますが、お子様にとって心身の負担が大きいと認められる場合は、保育時間が短くなること
があります。



（10）希望する保育所が気仙沼市外です。手続きはどうすればいいですか。

（11）現在妊娠中ですが、出生（出産）前に入所申込みはできますか。
　出生届を提出してからの申込みとなります。

（12）気仙沼市に転入予定ですが、気仙沼市の保育所入所申込みはできますか。

（14）入所できなかった場合、毎月入所申込みをする必要がありますか。
　

（15）年度途中で３歳になった時、３歳児としての申込みとなりますか。
　年度当初の年齢に応じた申込みとなりますので、ご質問の場合は２歳児となります。

２　入所申込に必要な書類について

３　入所後について

（１）入所後、別の保育所へ転所することはできますか。

（２）入所している保育所を欠席した場合は、その月の保育料は日割り計算となりますか。

　なお、月途中の入退所の場合は日割り計算となります。

　現在お住まいの市町村に入所申込みをしていただくことになります。申込み手続きについては、お
住まいの自治体へお問い合わせください。なお、受入については気仙沼市内の子どもを優先とさせて
いただきますので、希望する保育所に空きがある場合のみ入所可となります。

（16）下の子の育児休業を取得中に、在園している上の子の転所を申込み、入所が決まりま
　　　したが、会社へ復帰する必要がありますか。それとも継続して育児休業を取得してもい
　　　いですか。

　必要書類が揃っていない場合は、基本的には受け付けることができませんが、指定する期日までに
提出していただくことでお預かりすることは可能です。その場合、保育を必要とする事由は求職活動
の扱いとさせていただきます。

　市町村民税課税証明書の取り寄せが間に合わない場合、申込時には他書類をご提出ください。
　なお、保育料算定時にも確認できない場合には、最高階層で判定されますので、後日必ず提出をお
願いします。

（２）保育を必要とする事由を証明する書類の提出が、入所申込み期間中に間に合いません。
　　どうしたらいいですか。

　提出いただきました入所申込書は当該年度の３月まで有効となりますので、その間毎月申込書類を
ご提出いただく必要はありません。入所を希望している保育所に空きが生じて入所可能となった場合
に御連絡をします。それまでの間は入所をお待ちいただくことになりますので、御了承ください。

　なお、家庭状況や申込時の状況が変更となる場合には、教育・保育給付認定変更申請の手続きが必
要となりますので、子ども家庭課まで御連絡ください。状況変更についての連絡がないまま入所が決
定した場合、入所が取り消されることがあります。

　保育所は在園している場合は、欠席した日があっても１ヶ月分の保育料の納付が必要となりますの
で、御了承ください。

　転所をご希望される場合には、入所申込書を子ども家庭課にご提出ください。ただし、転所希望先
の保育所に受入の余裕がない場合は転所できませんので、御了承ください。

　なお、自治体によっては市外在住者の受入を制限していたり、入所申込期間（締切日）や必要書類
がそれぞれの自治体で異なりますので、余裕をもってご相談ください。

　入所申込時点で住民登録がある市町村で入所申込の手続きをお願いしています。申込みの手続きに
ついては、お住まいの自治体へお問い合わせください。

　なお、入所が可能となった場合には、気仙沼市に転入後に、改めて気仙沼市で入所申込みの手続き
をしていただくことでお願いしています。

（13）気仙沼市外に住んでいますが、里帰り出産のため、気仙沼市の保育所に入所させたい
　　です。どうすればいいですか。

　勤務先の都合等で気仙沼市外の保育所を希望する場合も、気仙沼市に申込みとなりますので、子ど
も家庭課育成支援係にご相談ください。申込みを受けた後に希望する保育所を管轄する自治体に入所
の可否について審査依頼を行い、入所の承諾があった場合に入所可能となります。

　転所の申込みは、新規の申込みの取り扱いとなり、その申込みに対しての入所決定となりますの
で、下の子の入所の可否に関わらず復職する必要があります。そのため、育児休業中の転所申込み
は、ご注意ください。
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（１）市町村民税課税証明書の提出が入所申込み期間中に間に合いません。保育料はどうなり
　　ますか。



（３）保育所入所後に里帰り出産のため、保育所を長期欠席できますか。

　なお、転出により気仙沼市の保育所を退所する場合は、退所届の提出をお願いします。

（６）入所後に住所や勤務先に変更があった場合は、どのような手続きが必要となりますか。

（８）保育所入所中に出産しますが、入所中の上の子は保育所に引き続き入所できますか。

　下の子の育児休業中は保護者は自宅にいますが、例外的な取扱いとなります。

４　保育料について

（１）認可保育所は公立と私立で保育料は違いますか。
　公立・私立とも同じ保育料となります。

（２）３歳になった翌月から保育料は無償化されますか。

（３）離婚・再婚した場合に保育料は変わりますか。

（４）ひとり親家庭の保育料は無料ですか
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　保育料は、市町村民税課税額によって決定しますので、無料とは限りません。

　変更があった事項について、入所している保育所に連絡していただき、教育・保育給付認定変更申
請書や就労（見込）証明書を提出してください。

　保育料は、年度当初の年齢を基準にして決定しますので変わりません。ただし、毎年９月分以降の
保育料については、当該年度の市町村民税課税額を基に算出するため、階層が変更になることがあり
ます。
　幼児教育・保育の無償化により３歳以上児の保育料が無償化されましたが、ここでいう３歳児は３
歳児クラス（３歳になって最初の４月１日を経過して以降）の児童になります。

　保育所は月単位で家庭で保育ができない状態が継続し、恒常的に保育所での保育が必要な場合に在
園することができるため、長期欠席をしないことが前提となっています。１ヶ月以上登園しない月が
ある場合、または著しく登園日数が少ない月が２ヶ月以上続いた場合は、家庭での保育が可能と判断
し、退所となります。

　里帰り出産の場合は、出産月は１か月欠席しても在園は可能ですが、出産月の前後１か月は１日で
も登園が必要です。

　なお、欠席する場合でも保育料の納付が必要となりますのでご了承ください。

（４）入所後に他市に転出することになりましたので、転出先の保育所の入所申込みをしたい
　　です。どうすればいいですか。

　その後、育児休業法に基づく育児休業を取得し、現施設に継続して入所を希望する場合に限り、下
の子が満１歳になる月末まで上の子の在籍を認めています。その場合は短時間認定となりますので、
教育・保育給付認定変更申請の手続きが必要となります。

　上の子が保育所入所中に下の子を出産する場合、出産予定日の前後８週間は出産の要件で入所でき
ます。

（５）入所後に他市に転出することになりましたが、引き続き気仙沼市の保育所に在籍を希望
　　したいです。どうすればいいですか。

　気仙沼市には、退所届の提出が必要です（気仙沼市民としての入所を終了する意味での退所）。
　転出先では、気仙沼市の保育所への継続入所の申込み手続きが必要となりますので、お早めに子ど
も家庭課へご相談ください。

　気仙沼市の保育所に入所中であっても、市外の保育所の入所申込みをする場合には、再度申込書類
一式を揃えていただく必要があります。取扱いは１の（10）と同じになりますので、申込前に子ども
家庭課にご相談ください。

　離婚・再婚により変更となる場合があります。なお、世帯状況の変更になりますので、支給認定変
更申請書の提出をお願いします。

（７）保育所入所後に入所要件（保育を必要とする事由）が変わりました。どのような手続き
　　が必要となりますか。

　なお、認定の変更申請を行わない場合は、認定を取消し、保育所への入所もできなくなる場合があ
りますので、ご注意ください。

　教育・保育給付認定変更申請書の提出が必要となります。３ページの保育を必要とする事由を証明
する書類を提出してください。



■よくある問い合わせ

こども園（幼稚園部門）

１　入所申込みについて

（１）鹿折こども園の入所対象について教えてください。

・幼稚園部門(１号認定)の対象者

　満3歳以上の就学前の児童（平成27年4月2日～平30年4月1日生まれ）が入所できます。

・保育所部門(２号認定)の対象者

・保育所部門(３号認定)の対象者

２　こども園での生活について

（１）こども園で通常子どもたちはどのようにすごすのでしょうか。

（２）こども園では保育所部門と幼稚園部門で先生の担当が分かれるのでしょうか。

（３）こども園の一時預かり事業（幼稚園型）はどのような事業ですか。

【一時預かり事業（幼稚園型）の実施日時】

・平日のみ　通常教育・保育時間終了後から18時30分まで　　　　　

【料金】

・1日当たり500円

　一時預かり事業（幼稚園型）とは、こども園に在園されている幼稚園部門の児童を対象として、ご

家庭の都合により降園時間後保育を希望されるときに利用できる事業です。利用に際しては要件があ

りますので詳細はお問い合わせください。

（２）鹿折こども園の保育部門と認可保育所を同時に申し込むことはできますか。また、鹿折こ

ども園の幼稚園部門も合わせて申し込むことはできますか。

　こども園（保育所部門）と認可保育所を同時に申込むことはできます。保育所入所申込書に第５希

望まで記入いただけますので、希望する認可保育所・こども園を記入してください。また、こども園

の保育所部門と、こども園の幼稚園部門を同時に申込みいただくこともできますが、申込書類が異な

りますのでそれぞれ提出いただく必要があります。また、保育所部門については「保育を必要とする

事由」の要件に該当することが必要です。
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　満3歳以上の就学前の児童（平成27年4月2日～平成30年4月1日生まれ）で，「保育を必要とする事

由」に該当する場合に入所できます。

　こども園では幼稚園部門と保育所部門の子どもが1つの同じクラスで同じ教育・保育を受けること

になります。共通する時間以外の時間についても、就労等により家庭で保育のできない時間について

は保育を行います。

　こども園においては、保育所部門のお子さんと幼稚園部門のお子さんで先生が分かれることはな

く、クラス毎に担任を配置します。

　保育所部門の定員に空きがある場合は可能ですが，その場合は保育の必要性の審査が必要となりま

す。事前にご相談ください。

（３）こども園の幼稚園部門に入所し，途中から仕事を始めた場合、保育所部門に変更できますか。

　満3歳未満のお子さん（平成30年4月2日以降に生まれたお子さんで生後6か月以上）で，「保育を必
要とする事由」に該当する場合に入所できます。



令和2年11月1日現在

区分：事業所内保育

※入所年齢の1～5歳は，4月1日時点の年齢を指します。誕生日がきても年度末まで入所できます。

：令和元年１１月１１日（月）～１５日（金）午前９時３０分から午後４時までお問い合わせ先
気仙沼市役所　子ども家庭課 育成支援係
電話０２２６－２２－６６００　内線４４２・４４３・４４５

〒９８８－８５０１　気仙沼市八日町一丁目１番１号

認
可
保
育
所

小
規
模
保
育
所

公
立

7：30～18：30

月立保育所 台244-1 55-2901 20

3歳以上

●

8：30～15：00

私
立

けせんぬまおひさま保育園
【令和3年4月認可移行予定】

茗荷沢25-12 24-5729 生後10ケ月以上 ● ●

公
立

内の脇保育所 南が丘1-3-5 22-6777 45

松岩保育所 松崎五駄鱈143 22-6768 45

22-6698

唐桑町只越

崎浜保育所 駒形96 28-2652 45

（仮称）唐桑保育所
【令和3年4月開所予定】

70

気仙沼第二保育所 陣山1-6 22-6970 40

新月保育所

かやの実保育所

認可保育所・小規模保育所

区分 施設名 所在地 電話
利用
定員

入所年齢※
保育認定
2号 3号

開設時間
教育認定

1号

九条453 22-6637 60 生後2ヶ月以上

生後6ヶ月以上

● ●

●

階上保育所 長磯船原51-1 27-2308 55 ● ●

80

1歳以上 ●

牧沢きぼう保育所 松崎柳沢216-13 22-6775 70

生後6ヶ月以上

●

川原崎101

津谷保育所 本吉町津谷舘岡21 42-2031

波路上保育所 波路上原35-1 27-2306 20

岩月保育所 岩月宝ヶ沢47-8 27-2318 40

3号

87 生後6ヶ月以上 ●
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認
可
外
保
育
施
設

私
立

キッズハウス・どんぐり 唐桑町小長根185-4 25-8890
9
(6)

生後6ヶ月以上
2歳まで

7：00～19：00

ベビーハウスばんびぃ
松崎下赤田80-6
サンヒルズ面瀬105

24-2971

子育てシェアスペース
Omusubi (一時預かり事業)

三日町1-2-5
070-4818

-1698

保育時間、入所要件など、詳しくは各施設へ直接お問
い合わせください。申込みも施設に直接となります。

※双葉保育園，ベビーハウスばんびぃ，しゅんぽえんの保育所
は県の指導監査基準を満たす旨の証明書の交付を受けている施
設です。
※子育てシェアスペースOmusubiはR2.2に開所した一時預か
り事業施設です。

双葉保育園

2号 3号

地域型保育事業

認定こども園
教育認定

1号
入所年齢※

保育認定
開設時間施設名

所在地 電話 定員
(地域枠)

入所年齢※
保育認定

所在地 電話 定員
(地域枠)

●

8:30～15:00
23-1026

9 3歳以上

● 7：30～18：30

7：30～18：30

7：30～18：30

7：30～19：00

7：30～18：30

7：30～18：30

7：30～18：30

●

生後6ヶ月以上

●

●

● ●

●

●

●

● ●

生後2ヶ月以上
2歳まで

教育認定

1号

●

河原田1-3-16 22-1227

施設名 備　考所在地 電話

認可外保育施設

7：30～18：30

7：30～18：30

7：30～18：30

鹿折こども園 東中才425-39

しゅんぽえんの保育所
(企業主導型保育事業)

本吉町中島358-3 25-7667

1歳以上 ● ● 7：30～19：00

新生保育園 東新城3－10－11 23－7949 30
生後2ヶ月以上

3歳まで
● ● 7：30～18：30

施設名 開設時間

●

●

2号


