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【裾野市の保育所等】 

1 裾野市の保育施設一覧  令和 5年 4月 1日時点（予定） 

区

分 
園  名 

所在地 
定 員 

利用時間（上段は標準時間、 

            下段は延長時間）※1 
受入れ 

年齢 
電話番号 平日 土曜※2 

公

立 

西保育園 
 

佐野 1154 
120 

7：15～18：15 7：15～17：00 
4か月～ 

小学校就学前 

992-0216 

東保育園 
 

茶畑 504-1 
120 

992-0279 

深良保育園 
 

深良 1918-1 
90 

992-2434 

富岡保育園 
 

上ヶ田 174-3 
120 

997-2500 

 

 

私

立 

富岳南保育園 
 

伊豆島 806-12 
120 

7：00～18：00 7：00～18：00 8週～ 

小学校就学前 993-1972 7：00～20：00 7：00～20：00 

さくら保育園 
 

公文名 1-1 
120 

7：00～18：00 
7：00～17：00 

8週～ 

小学校就学前 993-2133 7：00～19：00 

さくら保育園小柄沢分園 
佐野 798-2 

33 
7：00～18：00 

7：00～17：00 
8週～ 

2歳児クラス 993-7444 7：00～19：00 

富岳キッズセンターあい 

（保育園部）※３ 

茶畑 938-1 
135 

7：00～18：00 7：00～18：00 8週～ 

小学校就学前 995-1888 7：00～20:00 7：00～20:00 

 御宿台こども園（保育園部） 
御宿 1619-1 

180 
7：00～18：00 

7：00～17：00 
4か月～ 

小学校就学前 997-2748 7：00～18：30 

小 

規 

模 

保 

育 

事 

業 

所 

にこにこ園保育所 
岩波 49-5 

11 7：30～18：30 
8：30～16：30 4か月～ 

2歳児クラス 939-8233 7：30～18：30 

佐野かがやき保育園 
佐野 1379-6 

18 
７：００～１８：００ 7：00～１８：００ 8週～ 

2歳児クラス 900-8506 ７：００～１９：００ ７：００～１９：００ 

ひだまり保育園 hagu 
佐野 295-1 

19 
7：00～18：00 

8：00～17：00 
4か月～ 

2歳児クラス 993-2138 7：00～18：30 

こざくら保育園 
御宿 1619-1 

19 
7：00～18：00 

7：00～17：00 
4か月～ 

2歳児クラス 997-8400 7：00～18：30 

 

Ⅰ 園見学を希望する方は、園へ直接お申し込みください。 

Ⅱ 離乳食及び食物アレルギーの対応は、各保育園で異なります。お申し込みの前に各保育園へご確認ください。 

※1 保育標準時間は、園により時間の範囲が異なります。標準時間の範囲を超えて保育を利用する場合は、延長

保育料金が発生します。料金は各園で異なります。詳細は 4ページ以降の各保育園案内文をご覧ください。 

※2 土曜日保育を利用する場合は、事前に各園へご相談ください。 

※３ 富岳キッズセンターあいと富岳台保育園は、令和５年４月に統合し、こども園になる予定です。0～５歳児の児

童を受け入れます。

2 



 

 

2 保育所等位置図 

 

  

保 →保育所 

こ →こども園 

(小) →小規模保育事業所                   

幼 →幼稚園 

外 →認可外保育施設 
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コードを読み取り、「マップから探す」の「保育園」を選択してください。 

（小） 

（小） 

こ 

 （小）こざくら保育園 

 

 

 

 

 

 

裾野聖母幼稚園 

こ 



園名 裾野市立 西保育園 所在地 佐野 1154 

電話 055-992-0216 受入年齢 生後 4か月～小学校就学前 定員 120人 

保育 

時間 

保育時間 延長時間 延長料金 

標 
(平日)7：15～18：15 

(土) 7：15～17：00 

  

  
 

短 
(平日)8：30～16：30 

(土) 8：30～16：30 

①7：15～8：29 

②16：31～18：15（土曜は 17時まで） 

①100円/1回 

②150円/1回  

年間 

行事 

4月 入園式 

5月 春の親子遠足 

6月 プール開き 

7月 七夕の会・親子の集い 

8月 － 

9月 防災訓練・プール納め 

10月 親子運動会・秋の遠足 

11月 施設防災訓練 

12月 保育参観（4、5歳児） 

1月  保育参観（3歳児） 

2月  豆まき・生活発表会 

3月  ひな祭り会・お別れ遠足・卒園式 

園の 

特色 

 

●保育目標『丈夫な身体・やさいし心・仲良く遊ぶ子』(公立保育園共通) 

●3つの保育方針（公立保育園共通） 

①3歳未満児クラスでは、担当制保育を行い、一人ひとりと丁寧に向き合いながら、愛着形成を育みます。 

②3歳以上児クラスでは、自ら環境に働きかけ、主体的に活動できる子どもの育成を目指しています。 

③幼児期には、大きく発達する大脳や運動神経、感覚神経の発達を促すリズム運動を取り入れています。 

●自然豊かな環境の中、春にはダンゴ虫、夏には蝉やクワガタを捕まえたり、広い園庭でのびのび

と遊ぶことができます。 

●保育園の近隣には商業施設や保育施設があり、賑やかな環境が整う一方で、自然環境にも恵まれ

た地域です。 
 
 
 
 

園名 裾野市立 東保育園 所在地 茶畑 504-1 

電話 055-992-0279 受入年齢 生後4か月～小学校就学前 定員 120人 

保育 

時間 

保育時間 延長時間 延長料金 

標 
(平日)7：15～18：15 

(土) 7：15～17：00 

  

  
 

短 
(平日)8：30～16：30 

(土) 8：30～16：30 

①7：15～8：29 

②16：31～18：15（土曜は 17時まで） 

①100円/1回 

②150円/1回 

年間 

行事 

4月 入園式 

5月 春の遠足 

6月 プール開き・交通安全教室 

7月 七夕の会・夏の親子の集い 

8月 － 

9月 防災訓練・運動会 

10月 秋の遠足・交通安全教室 

11月 園外保育・施設防災訓練 

12月 保育参観・クリスマス会 

1月  － 

2月  生活発表会 

3月  お別れ遠足・卒園式 

園の 

特色 

 

●保育目標『丈夫な身体・やさいし心・仲良く遊ぶ子』(公立保育園共通) 

●3つの保育方針（公立保育園共通） 

①3歳未満児クラスでは、担当制保育を行い、一人ひとりと丁寧に向き合いながら、愛着形成を育みます。 

②3歳以上児クラスでは、自ら環境に働きかけ、主体的に活動できる子どもの育成を目指しています。 

③幼児期には、大きく発達する大脳や運動神経、感覚神経の発達を促すリズム運動を取り入れています。 

●入園から卒園まで、環境型保育を通じて、子どもが学んだことを無駄にしない保育を心掛け、子

どもたちが主体的に生活できる保育園を目指しています。 

●広い園庭があり、地域の方にも見守られて、元気にのびのびと遊びこむことができます。 
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園名 裾野市立 深良保育園 所在地 深良 1918-1 

電話 055-992-2434 受入年齢 生後 4か月～小学校就学前 定員 90人 

保育 

時間 

保育時間 延長時間 延長料金 

標 
(平日)7：15～18：15 

(土) 7：15～17：00 

  

  
 

短 
(平日)8：30～16：30 

(土) 8：30～16：30 

①7：15～8：29 

②16：31～18：15（土曜は 17時まで） 

①100円/1回 

②150円/1回  

年間 

行事 

4月 入園式 

5月 春の遠足・身体測定 

6月 プール開き・防犯教室 

7月 七夕の会・花火教室 

8月 － 

9月 プール納め・運動会総練習 

10月 親子運動会・ハロウィン会・秋の遠足 

11月 交通安全教室 

12月  クリスマス会 

1月   お正月遊び 

2月  豆まき・生活発表会 

3月   ひな祭り会・卒園式 

園の 

特色 

 

●保育目標『丈夫な身体・やさいし心・仲良く遊ぶ子』(公立保育園共通) 

●3つの保育方針（公立保育園共通） 

①3歳未満児クラスでは、担当制保育を行い、一人ひとりと丁寧に向き合いながら、愛着形成を育みます。 

②3歳以上児クラスでは、自ら環境に働きかけ、主体的に活動できる子どもの育成を目指しています。 

③幼児期には、大きく発達する大脳や運動神経、感覚神経の発達を促すリズム運動を取り入れています。 

●園庭で野菜を育て、収穫した野菜を自ら調理し食べるといった食育活動をしています。 

●散歩・戸外遊びを中心とし、お日様の光を十分に浴び、四季の自然に触れながら、体力作りと共

に五感を育む教育を行っています。 

 
 
 
 

園名 裾野市立 富岡保育園 所在地 上ヶ田 174-3 

電話 055-997-2500 受入年齢 生後 4か月～小学校就学前 定員 120人 

保育 

時間 

保育時間 延長時間 延長料金 

標 
(平日)7：15～18：15 

(土) 7：15～17：00 

  

  
 

短 
(平日)8：30～16：30 

(土) 8：30～16：30 

①7：15～8：29 

②16：31～18：15（土曜は 17時まで） 

①100円/1回 

②150円/1回 

年間 

行事 

4月 入園式 

5月 春の遠足 

6月 プール開き・交通安全教室 

7月 七夕の会・夏の親子の集い 

8月 － 

9月 防災訓練・プール納め 

10月 運動会 

11月 秋の遠足・交通安全教室 

12月 保育参観・クリスマス会 

1月  － 

2月  豆まき・生活発表会 

3月  ひな祭り会・お別れ遠足・卒園式 

園の 

特色 

 

●保育目標「丈夫な身体・優しい心・仲良く遊ぶ子」（公立保育園共通） 

●3つの保育方針（公立保育園共通） 

①3歳未満児クラスでは、担当制保育を行い、一人ひとりと丁寧に向き合いながら、愛着形成を育みます。 

②3歳以上児クラスでは、自ら環境に働きかけ、主体的に活動できる子どもの育成を目指しています。 

③幼児期には、大きく発達する大脳や運動神経、感覚神経の発達を促すリズム運動を取り入れています。 

●保育園周辺は自然に恵まれ、春にはダンゴ虫を捕まえたり、近くの田んぼでオタマジャクシを見

つけたり、夏には園庭でお花を使った色水づくりをしたりと、四季の自然と触れ合いながら、 

のびのびと遊ぶことができます。 

●富岡地区には多数の企業があり、保護者の勤務先から近い保育園として、入園先に選ばれる傾向

があります。 
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園名 社会福祉法人富岳会 富岳南保育園 所在地 伊豆島田 806-12 

電話 055-993-1972 受入年齢 生後 2か月～小学校就学前 定員 １２０人 

保育 

時間 

保育時間 延長時間 延長料金 

標 
(平日)7：00～18：00 

(土) 7：00～18：00 

①18：01～19：00  

②19：01～20：00 

①250円/1回  

②500円/1回 

短 
(平日)8：30～16：30 

(土) 8：30～16：30 

①7：00～8：29 

②16：31～18：00 ③18：01～19：00 

①100円/1回 

②150円/1回 ③250円/1回 

年間 

行事 

4月 入園式 

5月 親子遠足・すもう大会 

6月 個人面談・親子ふれあい交流会・プール開き 

7月 富岳会 3園児童施設交流会（年長児） 

8月 奉仕作業 

9月 運動会・富岳会合同防災訓練・秋の遠足 

10月 すもう大会・富岳まつり 

11月 富岳会 3園児童施設交流会（年長児） 

12月 0～1才児生活発表会・クリスマス会 

1月  富岳会芸術展・合同発表会 

2月  豆まき・お別れ遠足（年長児） 

3月  ひな祭り会・お別れ会・卒園式 

園の 

特色 

 

●富岳会の理念「健心愛」 

健康・安全で情緒の安定した生活を送り、思いやりや優しさ、相手を尊重する心を育てます。 

充実感を持ち何事にも諦めずに自らをやり遂げることで感動や達成感を味わい、将来の自信へつなげます。 

●富岳会オリジナルの保育カリキュラムの実践（一輪車・和太鼓・音楽・英語・ダンスなど） 

教育の基本は外からの知識をつめこむものではなく、本人が自分の可能性に気づく手伝いをすることです。 

多くのことを吸収できる幼児期に多くのことを経験し、未知の領域にチャレンジすることで、「好きなこと」 

「得意なこと」「自分の気づいていない長所」を見つけ出すための教育を行っています。 

●延長保育、休日保育、病後児保育、一時預かり事業を実施しています。 
 
 
 
 
 

園名 社会福祉法人桜愛会 さくら保育園 所在地 公文名 1-1 

電話 055-993-2133 受入年齢 生後 8週～小学校就学前 定員 120人 

保育 

時間 

保育時間 延長時間 延長料金 

標 
(平日)7：00～18：00 

(土) 7：30～17：00 

①18：01～19：00 （平日のみ） ①300円/1回 

短 
(平日)8：30～16：30 

(土) 8：30～16：30 

①7：00～8：29 ②16：31～18：00  

③18：01～19：00（土曜は 17時まで） 

①100円/1回 ②150円/1回 

③300円/1回 

年間 

行事 

4月 入園式・園外保育 

5月 田植え・内科、歯科検診 

6月 親子遠足・花火教室・ｶﾚｰﾊﾟｰﾃｨ・保育参観 

7月 七夕会・夕涼み会・お泊り保育 

8月 渓流体験・スイカ割り 

9月 防災訓練・十五夜団子作り・保育参観 

10月 運動会・サンド（おにぎり）遠足 

11月 消防体験・焼き芋大会・造形展・竹馬作り 

12月 豚汁 P・餅つき大会・クリスマス会・保育参観 

1月  昔の遊び・マラソン大会 

2月  豆まき・リズム発表会 

3月  ひな祭り会・お別れ遠足、巣立ち式 

園の 

特色 

 

●保育園の隣には畑があり、年間を通して野菜・お米などを作り、収穫した野菜を自ら調理して 

食べるといった食育活動を行っています。 

●恵まれた自然環境の中で、四季それぞれの時期に、伸び伸びと自然の体験をしています。 

●入園初日より、2週間程度の慣らし保育があります。 

●親子で楽しめる未就学児対象の子育て支援センターが、保育園の隣にあります。 

●延長保育、休日保育、一時預かり事業（平日のみ）を実施しています。 

●令和 5年度から、幼保連携型認定こども園となる予定です。 



園名 社会福祉法人桜愛会 さくら保育園小柄沢分園 所在地 佐野 798-2 

電話 055-993-7444 受入年齢 生後 8週～2歳児クラス 定員 33人 

保育 

時間 

保育時間 延長時間 延長料金 

標 
(平日)7：00～18：00 

(土) 7：30～17：00 

①18：01～19：00 （平日のみ） ①300円/1回 

短 
(平日)8：30～16：30 

(土) 8：30～16：30 

①7：00～8：29 ②16：31～18：00  

③18：01～19：00（土曜は 17時まで） 

①100円/1回 ②150円/1回 

③300円/1回 

年間 

行事 

4月 入園式・園外保育 

5月 内科、歯科検診 

6月 親子遠足・花火教室・保育参観 

7月 七夕会・夕涼み会 

8月 渓流体験・スイカ割り 

9月 防災訓練・十五夜団子作り・保育参観 

10月 運動会・サンド（おにぎり）遠足 

11月 消防体験・焼き芋大会・造形展・竹馬作り 

12月 豚汁 P・餅つき大会・クリスマス会・保育参観 

1月  昔の遊び・マラソン大会 

2月  豆まき・リズム発表会 

3月  ひな祭り会・お別れ遠足、巣立ち式 

園の 

特色 

 

●保育目標『５つの目指す子ども像』 

 ①心豊かでたくましい子ども②はっきり伝えることができる子ども 

③自分を力一杯表現できる子ども➃思いやりのある子ども⑤友達とよく遊べる子ども 

●さくら保育園を母園とする 2歳児までの未満児保育園です。 

●定員 33名で、小規模な保育園ならではの家庭的雰囲気のもと、保育を行っています。 

●運動会や造形展、発表会は室内で行っています。 

●職員・子ども・保護者が三位一体となって、心と心が通い合う環境づくりを心掛け、健康で個性

豊かな子どもの成長を目指し、きめ細やかな保育を行っています。 
 
 
 
 

園名 社会福祉法人富岳会 富岳キッズセンターあい（幼保連携型認定こども園） 所在地 茶畑 938-1 

電話 055-995-1888 受入年齢 生後 2か月～小学校就学前 定員 保 135人 幼 12人 

保育 

時間 

保育時間 延長時間 延長料金 

標 
(平日)7：00～18：00 

(土) 7：00～18：00 

①18：01～19：00  

②19：01～20：00 

①250円/1回  

②500円/1回 

短 
(平日)8：30～16：30 

(土) 8：30～16：30 

①7：00～8：29 

②16：31～18：00 ③18：01～19：00 

①100円/1回 

②150円/1回 ③250円/1回 

年間 

行事 

4月 入園式 

5月 親子遠足・すもう大会 

6月 個人面談・親子ふれあい交流会・プール開き 

7月 富岳会 3園児童施設交流会（年長児） 

8月 奉仕作業 

9月 運動会・富岳会合同防災訓練・秋の遠足 

10月 すもう大会・富岳まつり 

11月 富岳会 3園児童施設交流会（年長児） 

12月 0～1才児生活発表会・クリスマス会 

1月  富岳会芸術展・合同発表会 

2月  豆まき・お別れ遠足（年長児） 

3月  ひな祭り会・お別れ会・卒園式 

園の 

特色 

 

●富岳会の理念「健心愛」 

健康・安全で情緒の安定した生活を送り、思いやりや優しさ、相手を尊重する心を育てます。 

充実感を持ち何事にも諦めずに自らをやり遂げることで感動や達成感を味わい、将来の自信へつなげます。 

●富岳会オリジナルの保育カリキュラムの実践（一輪車・和太鼓・音楽・英語・ダンスなど） 

教育の基本は外からの知識をつめこむものではなく、本人が自分の可能性に気づく手伝いをすることです。 

多くのことを吸収できる幼児期に多くのことを経験し、未知の領域にチャレンジすることで、「好きなこと」 

「得意なこと」「自分の気づいていない長所」を見つけ出すための教育を行っています。 

●延長保育、休日保育、病後児保育、子育て支援センター、一時預かり事業を実施しています。 

※受入年齢、定員は、認定こども園として認定された後の、令和 5年度 4月からの内容です。 
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園名 社会福祉法人桜愛会 御宿台こども園（幼保連携型認定こども園） 所在地 御宿 1619-1 

電話 055-997-2748 受入年齢 生後 4か月～小学校就学前 定員 保 180人 幼 15人 

保育 

時間 

保育時間 延長時間 延長料金 

標 
(平日)7：00～18：00 

(土) 7：00～17：00 

①18：01～18：30 （平日のみ） ①100円/15分 

短 
(平日)8：30～16：30 

(土) 8：30～16：30 

①7：00～8：29 

②16：31～18：30（土曜は 17時まで） 

①100円/30分 

②100円/30分 

年間 

行事 

4月 入園式・尿検査 

5月 親子遠足・交通安全教室・芋つるさし 

6月 ｶﾚｰﾊﾟｰﾃｨ・プール開き・保育体験 

7月 七夕祭り・夕涼み会・お泊り保育 

8月 プール納め・御宿新田夏祭り 

9月 秋祭り・防災訓練・奉仕作業 

10月 親子運動会・秋の遠足・さつま芋堀り 

11月 焼き芋大会・造形展・交通安全教室 

12月 豚汁 P・餅つき大会・クリスマス会 

1月  未満児発表会・雪見遠足・駅伝 

2月  豆まき・以上児発表会 

3月  ひな祭り・お別れ遠足・卒園式 

園の 

特色 

 

●御宿台こども園は、裾野市のほぼ中央に位置し、北は富士山、東は箱根山麓に囲まれ、広大な

自然に恵まれた環境の中にある幼保連携型認定こども園です。 

●健全な特定教育・保育のニーズへの対応を図り、より効率的な運営を行い、利用者のサービス

向上を目指しています。 

●隣接する農園を活用し、園児自ら野菜を植え、育て、収穫し、自分で調理して食す等の食育 

活動に取り組んでいます。 

●同一敷地内に、こざくら保育園・子育て支援センターがあり、異年齢間で交流があります。 

 
 
 
 

園名 にこにこ園保育所 所在地 岩波 49-5 

電話 055-939-8233 受入年齢 生後4か月～2歳児クラス 定員 11人（小規模 A型） 

保育 

時間 

保育時間 延長時間 延長料金 

標 
(平日)7：30～18：30 

(土) 8：30～16：30 

①7：30～8：29（土曜のみ） 

②16：31～18：30（土曜のみ） 

①500円/30分 

②500円/30分 

短 
(平日)8：30～16：30 

(土) 8：30～16：30 

①7：30～8：29（平日のみ） 

②16：31～18：30（平日のみ） 

①500円/30分 

②500円/30分 

年間 

行事 

4月 鯉のぼり作成 

5月 小児科検診 

6月 歯科検診 

7月 水遊び開始・七夕飾り作成 

8月 水遊び 

9月 おやつ作り 

10月 ハロウィン飾り作成 

11月 小児科検診 

12月 クリスマス飾り作成 

1月  お正月あそび 

2月  節分祭り豆まき・雪遊び 

3月  ひな祭り飾り作成 

園の 

特色 

 

●近隣に神社・田畑・水路・電車の駅などがあり、散歩・散策・戸外遊びを中心とし、四季の緑

豊かな自然の中で陽光を十分に浴び、魚や水生生物・昆虫等を観察し触れながら、体力作りと

共に五感と情操を育む教育を行っています。 

●園には広い圃場があり、年間を通じて野菜を作り、野菜の名前や形状を学び、それを給食で 

食べる等、少人数園児対応のきめ細やかな食育活動を行っています。 

●年間行事の音楽入り画像「思い出アルバム CD」を、卒園記念に贈呈しています。 

●連携施設園である「深良保育園」の行事に参加することがあり、保育園間で交流があります。 
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園名 株式会社すいみー保育園 佐野かがやき保育園 所在地 佐野 1379-6 

電話 055-900-8506 受入年齢 生後2か月～2歳児クラス 定員 18人（小規模 A型） 

保育 

時間 

保育時間 延長時間 延長料金 

標 
(平日)7：00～18：00 

(土) 7：00～18：00 

①18：01～19：00  ①200円/１回 

短 
(平日)8：30～16：30 

(土) 8：30～16：30 

①7：00～8：29 ②16：31～17：59  

③18：00～19：00（平日のみ） 

①100円/1回 ②150円/1回 

③200円/1回 

年間 

行事 

4月 入園式 

5月 お花、野菜の田植え 

6月 内科検診・歯科検診 

7月 七夕会 

8月 水遊び 

9月 避難訓練・水消火器訓練 

10月 ハロウィン・さつまいも堀り 

11月 親子遠足 

12月 クリスマス会 

1月  お正月遊び 

2月  節分・お別れ遠足 

3月  ひな祭り会・卒園式 

園の 

特色 

 

●保育の方針 

 ・自発的な遊びを通じて、心身の健康と自立を育む保育 

 ・家庭との連携を大切に、子どもの成長を見守る保育 

●保育園の近くには自然がたくさんあり、お散歩では色々な花や生き物に出会うことができ、 

季節を感じられます。 

●自園で給食を作っており、できたてのあたたかい給食が食べられ、調理師との会話もでき様々

な食材への興味関心が育ちます。 

●ワンフロワーな作りのため、異年齢の交流が頻繁に行われています。 

●慣らし保育は約 2週間かけ、お子様のペースに合わせて行っています。 
 
 
 
 

園名 株式会社スマイルリンク ひだまり保育園 hagu 所在地 佐野 295-1 

電話 055-993-2138 受入年齢 生後 4か月～2歳児クラス 定員 19人（小規模 A型） 

保育 

時間 

保育時間 延長時間 延長料金 

標 
(平日)7：00～18：00 

(土) 8：00～17：00 

①18：01～18：30（平日のみ） ①500円/30分 

短 
(平日)8：30～16：30 

(土) 8：00～16：00 

①7：00～8：29（土曜は 8時から） 

②16：31～18：00（土曜は 17時まで） 

①200円/30分 

②300円/30分 

年間 

行事 

4月 入園式 

5月 Bistoro hagu・保護者面談 

6月 内科検診・歯科検診・さつま芋植え 

7月 おほしさまのひ・七夕祭り・プール開き 

8月 お楽しみ会 

9月 Mt,hagu Activity（リレーやダンス等）総練習 

10月 Mt,hagu Activity・ハロウィン 

11月 交通安全教室・収穫祭 

12月 クリスマス会 

1月  お餅つき 

2月  豆まき・保護者面談 

3月  ひな祭り・お別れ会・卒園式 

園の 

特色 

 

●定員 19人の園児に対し、保育士 10人が従事しています。 

●英語・幼児書道・運動遊びのそれぞれの専任講師によるプログラムを実施 

●畑を活用した作物栽培→収穫→調理といった、食育・食への関心をアプローチ（給食は自園調理） 

●保護者の支援を充実。24時間態勢で保護者の悩み・不安を解消できるよう常に連絡し合える環境 

●その日の保育園での様子を、写真・動画で毎日保護者に送ります。 

●「子どもたち一人ひとりの自主性・主体性を重視した保育」、「保育士全員がチームとなり 

子どもたち 1人ひとりの成長を共有する保育」を提供しています。 

●保護者の育児相談、障害児保育の受け入れ、発育相談、離乳食の指導などを実施 
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園名 社会福祉法人桜愛会 こざくら保育園 所在地 御宿 1619-1 

電話 055-997-8400 受入年齢 生後4か月～2歳児クラス 定員 19人（小規模 A型） 

保育 

時間 

保育時間 延長時間 延長料金 

標 
(平日)7：00～18：00 

(土) 7：00～17：00 

①18：01～18：30 （平日のみ） ①100円/15分 

短 
(平日)8：30～16：30 

(土) 8：30～16：30 

①7：00～8：29 

②16：31～18：30（土曜は 17時まで） 

①100円/30分 

②100円/30分 

年間 

行事 

4月 入園式・園外保育 

5月 親子遠足・内科検診・尿検査 

6月 プール開き・保護者保育体験 

7月 七夕祭り・夕涼み会 

8月 プール納め 

9月 防災訓練（引き渡し訓練）・奉仕作業 

10月 内科検診・秋の遠足 

11月 焼き芋大会・造形展 

12月 餅つき会・クリスマス発表会・奉仕作業 

1月  － 

2月  豆まき 

3月  ひな祭り会・お別れ遠足、巣立ち式 

園の 

特色 

 

●保育目標 

・『健やかに成長する子ども』・『自分も友だちも大切にする子ども』 

・『遊びに夢中になれる子ども』・『保育士や友だちとの関わりを楽しむ子ども』 

●保育の方針 

0歳児-スキンシップを大切にし、心の安定につなげながら身体感覚を育む。 

1歳児-身の回りのことに興味関心を持ち、運動機能の発達、言葉の獲得への意欲を育む。 

2歳児-色々な経験を通して、運動能力を伸ばし、話すことを楽しみ、言葉を豊かに育む。 

●小規模保育ならではの家庭的でゆったりした雰囲気の中、戸外で自然とのふれあいを大切にし、

五感を使った遊びを積極的に取り入れた保育を行います。 

 
3    3 特別な保育について 

事業名 内容 実施保育所 詳細 

一時預かり 

保護者の病気や事故・冠婚葬

祭・日頃の育児の疲れの解消等

のため、一時的に保育に欠ける

乳幼児を預かる制度 

富岳台保育園 

富岳南保育園 

富岳ｷｯｽﾞｾﾝﾀｰあい 

さくら保育園 

御宿台こども園 

対象児…市内に住所があり、 

    保育園に在園して 

いない 0～6歳児 

利用時間…8：00～17：00 

実施日…月～金曜日 

休日保育 

保護者の就労等により、休日

（日曜日、祝日）に、家庭で保

育を行うことができない児童

の保育を行う制度 

富岳台保育園 

富岳南保育園 

富岳ｷｯｽﾞｾﾝﾀｰあい 

さくら保育園 

対象児…①市内の保育園に 

    在園している児童、 

または②市内に住所が

あり、市外の保育園に 

在園している児童 

利用時間…7：00～18：00 

実施日…日曜日・祝日 

病後児保育 

病気回復期にあって、集団保育

が困難な児童の保育を行う制

度（ただし、症状のひどい場合、

伝染性の病気からの回復期に

ある場合は、利用をお断りする

場合があります） 

富岳南保育園 

富岳ｷｯｽﾞｾﾝﾀｰあい 

対象児…市内の保育所に在園 

している、病気回復期で 

保育に欠ける児童 

利用時間…8：00～17：00 

実施日…月～金曜日 

子育て支援 

センター 

子育て親子の交流の場の提供 

や子育て相談を実施し、子育て 

の不安感を緩和する事業 

富岳ｷｯｽﾞｾﾝﾀｰあい 

さくら保育園 

御宿台こども園 

対象者…概ね 3歳未満児の 

児童と保護者 

利用時間…各園により異なる 

実施日…月～金曜日 

※ご利用の際は、各実施保育所へお問合せください。 

 申込方法や申込期限、利用料は各園によって異なりますので、詳細は各園へご確認ください。
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【保育所等の概要】 

１ 保育所等について                                                                

保育所等は、保護者の就労や病気などの理由で保育が必要な乳幼児を、保護者に代わって

預かり、保育する施設です。集団生活や幼児教育の場として利用したいという理由のみでは申

し込みできません。また、保育所等と幼稚園に二重で在籍することはできません（夏休みの一

時的な利用も含む）。 

保育所等を利用するためには、保護者（父母その他親権を行う者）が保育を必要とする事由

のいずれかに該当することが必要です（下の表参照）。 

 

2 保育の必要性の事由と保育の必要量について 

 

保育施設を利用するためには、保護者が以下の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当

する必要があります。また、令和 5 年 4 月 1 日時点で、６５歳未満の同居家族がいる場合※１

は、「保育の必要性を示す書類」をご提出ください(提出のない場合は、利用調整上減点の対

象となります)。 

保育を必要とする事由や保育の必要量に変更があった場合は、認定の変更（認定期間・保

育の必要量）を確認するので、こども未来課または園へ必要書類を提出してください。必要書

類は１６ページをご確認ください。 

※1 同居家族・・・住民票上で同一住所地に住んでいることが確認できる方 

保育を必要 

とする事由 
要 件 

保育の 

必要量 

保育園の 

通園期間 

就労 
１日４時間、週４日以上かつ月１６日以上の就労を 

常態としていること 

標準時間 

または 

短時間 

就労期間   

就学 学校教育法に規定された学校等に在学していること 在学期間 

妊娠・出産 母親が出産間近な状態、または出産後間がないこと 標準時間 ※２参照 

疾病・障害 
疾病または負傷し、または、精神や身体に障害を有し

ていること 

標準時間 

または 

短時間 

それぞれの事由の 

必要期間 

（診断書等により決定） 介護・看護 同居の親族を常時、介護または看護していること 

災害復旧 
震災・風水害・火災その他の災害の復旧に当たって 

いること 
標準時間 事由の必要期間 

求職活動 求職活動を継続的に行っていること 短時間 入園月を含む 3か月間 

育児休業 
第2子以降の出産日に、すでに保育所等を利用して

いること（新規の入所事由ではありません） 
短時間 事由の該当期間 

※２ 出産月の前２か月から、出産日から起算し５７日目が経過する月の末日の範囲内で３か月 
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3 利用時間について 

利用時間は、以下のとおり「保育標準時間」または「保育短時間」に区分されます。区分により

保育施設の利用最大時間が異なります。 

認定される保育の必要量 保育を必要とする時間 

保育標準時間 

（最大 11時間） 

〈公立〉7：15から 18：15までの範囲内 

〈私立〉園により時間の範囲が異なります。詳細は６～10ページを参照してください。 

保育を必要とする事由に該当する園児の保護者のいずれもが、次のいずれかに該当すること 

・１月あたり、120時間以上かつ週 30時間以上の労働等を常態としていること 

・妊娠中または産後間もないこと   ・震災、風水害、その他の災害の復旧に当たっていること  

・その他保育標準時間の保育が認められる場合 

保育短時間 

（最大 8時間） 

〈公立〉８：３0から 1６：３0までの範囲内 

〈私立〉園により時間の範囲が異なります。詳細は６～10ページを参照してください。 

保育を必要とする事由に該当する園児の保護者のいずれかが、次のいずれかに該当すること 

・１日４時間以上かつ１月１６日以上(１月あたり６４時間以上)の労働等を常態としていること  

・求職中であること    ・育児休業中であること   ・その他保育短時間の保育が認められる場合 

 

4 保育の必要性の認定について 

 「保育の必要性の認定」とは、保護者からの申請を受けた市が、保育の必要性の有無や、お子

さんの年齢といった客観的基準に基づいて、以下の 1号～3号に認定します。認定された区分

に応じて、利用できる施設・事業が異なります。保育所等の利用希望する方は、「2号認定」「3

号認定」の申請が必要です。 

支給認定区分 対象者 利用できる施設 

1号認定 

（教育標準時間認定） 

保育を必要としない

3～5歳児 

幼稚園、認定こども園（幼稚園部） 

2号認定 

（保育認定） 

保育を必要とする 

3～5歳児 

認可保育園、小規模保育所 

認定こども園(保育所部分) 

3号認定 

（保育認定） 

保育を必要とする 

0～2歳児 

認可保育園、小規模保育所 

認定こども園（保育所部分） 

  ※「保育の必要性の認定」は、保育園への入園を保証するものではありません。認定した後に、

入園選考を行い、希望する保育園への入園の可否を決定します。 

〈認定の有効期間について〉 

保育認定(2号・3号)の有効期間は３年間を基本とします。保育を必要とする事由に該当し

なくなった場合は、その時点までとします。すでに３号認定を受けている児童が満３歳になり、

３号認定から２号認定になる際は、再度の申請は不要です。 
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2 年度途中の入園申し込み 

 

 

（1）申込書の提出 

 

●第一希望園で受付期間が異なります。 

①１０月１７日(月)～２１日(金)  

御宿台・こざくら・さくら・さくら保育園分園・にこ

にこ園保育所・ひだまり保育園 hagu・佐野かが

やき 

②１０月２４日(月)～２８日(金)  

深良・富岳南・富岳キッズセンターあい・東・西・ 

富岡 

●提出場所 市役所地下会議室 A・B 

●受付時間 ９時～１２時 、１３時～１７時 

申込書を提出した際に、面接の日程を決定します。 

（2）結果通知 

提出された申込書に基づき、入園調整を行い、結果

を令和 5年 2月中旬に通知します。 

結果に関する電話や窓口でのお問い合わせには応じ

ることができません。ご了承ください。 

 

 

 

 

 《未出生児の申込みについて》 

未出生児の申し込みをする場合は、申し込み

時に母子健康手帳(表紙及び出産予定日の

分かるページ)のコピーが必要です。 

生後 8 週からの園：令和５年２月４日までに

出生予定のお子さん 

生後 4か月からの園：令和４年 12月 1日ま

でに出生予定のお子さん 

4月入園申し込みの流れ 

 
●入園調整(1１月～１月) 

●結果通知   

 令和５年 2月中旬 通知発送予定 

内定なし 内定あり 

●入園保留 

保留になった人は、令和

6年 3月まで、毎月 

選考を行います。 

内定した場合にのみ、

電話で連絡します。 

●入園説明会 

 

●入園  

『入所承諾通知書』を発

送します。入園後、当面

の間は慣らし保育のた

め、保育時間が短くなり

ます。 

 

 

  

  

≪未出生児の申し込みについて≫ 

【申し込み手続き】 

１ ４月一斉入園の申し込み 

 

園 名 

9:30～11:30 

13：30～15：30 

深良保育園 11月 16日(水) 9:30～11：30 

富岳南保育園 11月 17日(木) 9:30～11:30 

富岳キッズセンターあい 11月 18日(金) 9:30～11:30 

さくら保育園 9:30～11:30 

さくら保育園分園 13:30～15:30 

東保育園 11月 21日(月) 9:30～11:30 

9:30～11:30 

13:30～15:30 

にこにこ園保育所 

ひだまり保育園 hagu 

佐野かがやき保育園 

市外園 

富岡保育園 11月 25日(金) 9:30～11:30 

西保育園 11月 22日(火) 

●     一次面接 （第一希望園で受けてください） 

日 時 

御宿台こども園  

こざくら保育園 
11月 12日(土) 

11月 19日(土) 

11月 24日(木) 9:30～11:30 

11月 2４日（木） 13:30～15:30 

● 二次面接  市役所地下会議室 
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支給認定申請書兼利用申請書の提出 

 

＊＊＊申し込み締め切り日一覧＊＊＊ 

5月入園 4月 14日(金) 

6月入園 5月 15日(月) 

7月入園 6月 15日(木) 

8月入園 7月 14日(金) 

9月入園 8月 15日(火) 

10月入園 9月 15日(金) 

11月入園 10月 13日(金) 

12月入園 11月 15日(水) 

1月入園 12月 15日(金) 

2月入園 1月 15日（月） 

3月入園 2月 1５日（木） 

 

5月以降に申し込む場合の流れ 

（1）申込書の提出 

年度の途中で入園・転園の申し込みをする方

は、各月の締め切りまでに必要書類をこども未来

課に提出してください。 

●提出場所：市役所 1階 こども未来課 窓口 

●受付時間：８時３０分から１７時１５分 

※土・日・祝日を除く 

 

⚫ 入園（在籍）は各月の 1 日からです。保育料

の日割りはありません。 

⚫ 郵送、ＦＡＸ、メール等での申し込みはお受け

できません。また、保育園では受付しておりま

せん。 

 

（２）入園調整 

毎月中旬に、翌月から園の利用を希望する人

の入園調整を行います。結果は 25 日までに電話

で連絡します。 

●入園調整 (毎月中旬)  

・入所希望月の前月の 25 日頃までに、内定者に電話

連絡します。 

●入園内定 

入園内定施設での面接を

行います。 

状況により、内定を取り消

す場合があります。 

●入園（月途中からの

在園は認められません） 

＊『入所承諾通知書』の

発送 

・入園後、当面の間は慣

らし保育のため、 保育

時間が短くなります。 

希望園の変更・『辞退届

（申し込み取り下げ）』

は随時受け付けていま

す。 

●入園保留 

・申請は令和６年３月の 

入園選考まで有効で

す。 

・毎月選考を行い、内定

した方のみに、電話で

連絡します。 

・入園が保留になった場

合、保護者へお知らせ

するのは、申込後の最

初の月のみです。 

２ 年度途中の入園申し込み 
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3 提出書類について 

⑴ 子どものための教育・保育給付認定申請書兼利用申込書 

…保育の必要性の申請を行うことができます。 

⑵ 幼児の健康・生活状況調書 

…お子さんの心身の状態や発達について心配な点がある場合、アレルギーがある場合は、 

申し込みの際、必ず記入してください。園の職員との面談の際、必要な書類となります。 

⑶ 保育の必要性を確認するための書類（16ページ参照） 

…兄弟で申請をする場合は、コピーして提出することが可能です。提出されたものは返却 

できません。必要があれば、提出前にご自身でコピーを取るようにしてください。 

書類が不足している場合、必要事項の記入がない場合は、「求職活動」として認定を行

います。 

⑷ その他必要な書類 

…市外の保育園を希望する場合は、申込先市町村によって必要な書類が異なりますので、 

申込先市町村の保育園係へご相談ください。 

 

4 保育料・副食費について 

（１） 0歳児から 2歳児（保育料） 

      応能負担で保育料が決まります。入所児童の父母または主たる生計維持者である祖

父母などの市民税の所得割額を合算して決定します。毎年４月～８月は前年度、９月～

３月は当年度の税額によります。 

      また、以下の場合は保育料が軽減される場合があります。 

① 未就学児が複数人いる場合 

➁ ひとり親世帯または在宅障害児（者）がいる場合 

保育料の基準額や保育料が減免される要件は、『裾野市保育料利用者負担額 

（17ページ）』を参照してください。 

       市内に住んでいて、市外の保育園または認定こども園の保育園部分を利用する場合

も、保育料の算定は裾野市の方式によります。 
 

  （２） 3歳児から 5歳児（副食費） 

       3歳児クラスからの保育料は無償です。ただし、副食費（食材料費）・行事費などは、

保護者の負担になります。なお、家庭の所得状況によっては、副食費が免除される場合

があります。対象となる児童は、別途通知します。 
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5 保育の必要性を確認するための書類チェックリスト 

 保育が必要な状況 必要となる書類 

就  

 

 

労 

外勤 

就労している/就労の予定がある/育児休

業明けで就労の予定がある  

□就労証明書★ 

□復職証明書（育休明けの方・入園決定後提出）★ 

親族や配偶者が経営している会社に勤務 

就労している/就労の予定がある/育児休 

業明けで就労の予定がある 

□就労証明書★ □自営業内容証明書★ 

□雇用契約書の写し 

□復職証明書（育休明けの方・入園決定後提出）★ 

自営業 

就労している/就労の予定がある/育児休 

業明けで就労の予定がある 

□就労証明書★ □自営業内容証明書★ 

□営業許可証、請負契約書などの写し 

□個人事業の開業・廃業等届出書 

 ※税務署で取得可能 

□復職証明書（育休明けの方・入園決定後提出）★ 

農業 

就労している/就労の予定がある/育児休

業明けで就農の予定がある 

□就労証明書★ 

□農業を営むものであることの証明(農林振興課で取得可) 

※後日実態について調査することがあります 

□復職証明書（育休明けの方・入園決定後提出）★ 

妊 

娠 

出 

産 

出産のため産前産後期間に利用したい 

※産前産後の期間を超えて、「すぐに復職

するのでこのまま在園したい」等継続し

ての利用はできません。 

□母子手帳の写し 

 (父母氏名と出産予定日の記載あるページ) 

疾病

障害 

病気や障害がある □保育を必要とする申立書★ 

□通院証明書★  □障がい者手帳の写し 

介

護

看

護 

介護・看護をしている □介護を必要とする申立書★ 

□通院証明書または入院証明書★ 

□介護・看護の実績が分かるもの(例：介護サービスの利用

実績が分かるもの、病院の通院記録等) 

□介護保険証の写し（要支援/要介護度のわかるもの） 

就 

学 

学校に(職業訓練校など)通っている/通う 

予定がある 

□在学証明書 

□時間割等、就学時間の分かるもの 

求職 

活動 

求職活動をしている □求職状況申立書★ 

災害 

復旧 

災害復旧をしている □罹災証明書 

□保育を必要とする申立書★ 

★…ウェブサイトから入手可能な書類 



6 裾野市保育料利用者負担額表（0～2歳児用）※（ ）内は第 2子の金額です。 

各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 月額（円） 

階層区分   保育標準時間 保育短時間 

国 市 

１ １ 生活保護世帯など 0 0 

２  2 市民税非課税世帯 0 0 

3 

3-1 
市民税所得割非課税世帯 
 

9,000(4,500) 8,800(4,400) 

うち、ひとり親世帯等 4,000 3,900 

3-2 
市民税所得割課税額 48,600 円未満 12,400(6,200) 12,100（6,050） 

うち、ひとり親世帯 4,000 3,900 

4 
4-1 

市民税所得割課税額 48,600 円以上 77,101 円未満 19,400(9,700) 19,000(9,500) 

うち、ひとり親世帯等 4,000 3,900 

4-2 市民税所得割課税額 77,101 円以上 97,000 円未満 
 

22,000(11,000) 21,600(10,800) 

5 
5-1 市民税所得割課税額 97,000 円以上 128,000 円未満 27,000(13,500) 26,500(13,250) 

5-2 市民税所得割課税額 128,000 円以上 169,000 円未満 34,800(17,400) 34,200(17,100) 

6 
6-1 市民税所得割課税額 169,000 円以上 211,200 円未満 42,600(21,300) 41,800(20,900) 

6-2 市民税所得割課税額 211,200 円以上 301,000 円未満 45,800(22,900) 45,000(22,500) 

７ ７ 市民税所得割課税額 301,000 円以上 397,000 円未満 50,000(25,000) 49,100(24,550) 

８ ８ 市民税所得割課税額 397,000 円以上 53,000(26,500) 52,000(26,000) 

父と母の市民税額課税額を合算した金額から算定します。 

 4～8月分の保育料・・・前年度（令和 4年度）の市民税額 

 9～3月分の保育料・・・当年度（令和 5年度）の市民税額 で算定します。   

※ただし、家計の主宰者として祖父母等が認定された場合は、その方の市民税額で算定します。 

家計の主宰者･･･入園児童の父母に一定の収入がなく、入園児童が同居の祖父母等の税法上扶養控除 

対象者や健康保険等の扶養家族になっている場合等により判断します。 

【年収 360万円以上の世帯】 

●未就学児が２人以上いる世帯（※1）への軽減措置 

第２子    ・・・半額 

第３子以降・・・無料 

※1 保護者が扶養している未就学児のうち、最年長の子どもを第１子とし、その下の子を第２子、

第３子とカウントします。 

【年収 360万円未満の世帯】 

●子どもが 2人以上いる世帯（※2）への軽減措置 

第２子    ・・・半額 

第３子以降・・・無料 

※2 保護者が扶養している最年長の子どもを第一子とし、その下の子を第２子、第３子とカウン

トします。 

●ひとり親世帯等（※3）への優遇措置 

第１子    ・・・表の「うちひとり親等世帯」の金額 

第２子以降・・・無料 

※3 ひとり親世帯等：ひとり親世帯及び同一住所内に障害者手帳を交付された者がいる世帯 
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【初めて保育所へ申し込む方へ】 

（１）出産、疾病・障害、介護・看護 等の要件で申し込む場合 

・入園後の保育実施期間は、以下のとおりです。要件を変更しての継続通園はできません。 

出産・・・出産月の前２か月から、出産日から起算して５７日目が経過する月の末日の範

囲内での３か月間。   

     疾病・障害、介護・看護・・・それぞれの事由の必要期間(診断書等により決定します)。 
 

（2）育児休業を取得中で申し込む場合 

・育児休業から復職する場合は、復職する月の前月を入園希望月とすることができます。 

・入園した場合は、入園された月の翌月１日までに育児休業から職場復帰し、速やかに復

職証明書をこども未来課へ提出してください。 

・職場復帰する際には、原則として就労証明書に記載されている勤務先に復帰することが

必要です(同一勤務先での部署移動・派遣先の変更は構いません)。 

・定められた期間までに、職場復帰が確認できない場合は、退園となります。 

※育児休業制度、育児休業給付金等の詳細については、市では分かりかねます。雇用

先、ハローワーク等へお問い合わせください。 

 

 

 

 

（3）求職中で申し込みをする場合 

・入園が内定した場合は、入園した月の翌々月の末日までに就労を開始し、速やかに就労

証明書をこども未来課へご提出ください。就労ができない場合は、退園となります。 

・求職活動から就労へ保育要件が変更となるのは、就労証明書が提出された日の翌月 1

日からです。月の途中で保育要件（保育必要量）を変更することはできません。 
 

  （4）裾野市外の保育所等へ申し込む場合 

    ・市外の保育所等への申し込みは、裾野市の受付期間と異なります。必ず、入園を希望す

る園のある自治体の申し込み受付期間、必要書類を確認した上で、裾野市こども未来

課へ申込書類をご提出ください。 
 

  （5）裾野市以外にお住まいの方で裾野市の保育所等を申し込む場合 

    ・お住まいの自治体の保育園入園担当部署に申込書類を提出してください。 

    ・裾野市の締切日までに裾野市に必要書類が届いていることが必要です。裾野市の締切

日（13～14ページ）をご確認の上、日時に余裕をもってお申し込みください。 

 

 

育児休業明けに利用申し込みをされる方で、お子さんが満１歳になる月の保育所等の申し

込みをせずに、後日保育所等へ入所できない証明書の発行を申し出る方がいます。利用申し

込みをされていない場合、対応はできません。ご了承ください。 
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（6）保育にあたって特別な配慮が必要となる場合 

    ・園では様々な関わり合いを大切にしておりますが、心身の発達において個別な配慮が必

要なお子さんは、お申し込みの際に、必ずご相談ください。お子さんの状況や園の状況に

より、入園のご希望に添えない場合があります。 
 

  （7）2歳児クラスまでの保育所等を申し込む場合 

卒園後も引き続き保育園での保育を希望する場合は、新規に４月入園の申し込みが必要

です。入園選考を行い、入園の可否が決定します。保育園への転園を希望される場合は、

毎年 9～10月にかけて、在園している園から配布される申込書を提出してください。一斉

入園の書類をご自身でご用意する必要はありません。 

 また、幼稚園への転園を希望される場合は、希望先幼稚園への申し込みが必要です。公

立幼稚園は 8～9月に、私立幼稚園は 7月以降（詳細は各園へご確認ください）に、申込

書類の提出が必要となります。 

 

〔該当施設〕 

      ・さくら保育園小柄沢分園    ・にこにこ園保育所    ・佐野かがやき保育園 

      ・ひだまり保育園 hagu     ・こざくら保育園 

 

（8）お申し込み後、申請内容に変更が生じた場合 

入所申し込みをしてから保育園が決定するまでの間、家庭状況や就労状況など申し込

み内容に変更が生じた場合は、速やかにこども未来課へお問い合わせください。選考指

数が変わるなど、入所選考に影響がある場合があります。 
 

【保育所等に内定・入園した後の注意事項】  

家庭状況や保育要件の変更が生じた場合、長期休園や退園する場合は、こども未来課へお問

い合わせください。家庭の状況に変更があったにも関わらず、申請・問合せがなかったこ

とが判明した場合、退園となる可能性があります。 
 

1 内定の連絡後に辞退する場合 

・速やかに入園辞退届をこども未来課へ提出してください。入園辞退届が利用開始月以

降に提出された場合は、登園の有無に関わらず、その月分までの保育料がかかります。 
    

・利用申込書に希望園として記入した、または園の限定をしない」としたにも関わらず、内

定が出た園を辞退して別の園をお待ちいただく場合、自己都合での辞退となり次回選

考以降は減点の対象となりますのでご注意ください。 
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2 利用を終了する場合 

・終了する月の 15日までに園へ申し出て、退園届をご提出ください。 
 

3 市外に転出する場合 

・すでに施設を利用している方で、市外に転出するが継続して利用を希望する場合は、裾

野市民としての退園届の提出と、転出先での教育・保育給付認定及び利用申込書の提

出等の手続きが必要となります。こども未来課または園へ申し出てください。 
 

4 転園を申し込む場合 

    ・転園申し込みは新規の入園申し込みと同じ書類の提出が必要です。 

    ・転園が内定した時点で現在通園中の園は退園となります。転園元の園は新たな児童が

内定してしまうため、いかなる理由があっても転園の取り消しはできません。 

    ・申し込みのあった最初の入所希望月が入所保留の場合も、年度内は継続して選考を行

いますので、申し込み後、転園の意思がなくなった場合は、速やかにこども未来課へご連

絡ください。 

    ・育児休業中の方、保育料を滞納している方は、原則として転園の選考対象となりません。 

 

5 保護者の保育要件が変更となる場合 

     （1） 保護者が出産を理由に退職された場合 

産後 8週が経過する日の月末までは、保育を必要とする事由を『妊娠・出産』に変更

して入所を継続することができます（その後は退園となります）。基本は、保育標準時間

認定となります。出産予定日の 2か月前の日の属する月末まで（※例参照）に、『子ど

ものための教育・保育給付に関する支給認定変更申請書』、母子手帳の写しを提出し

てください。申請書は、園またはこども未来課でお渡しします。 

（※例） 8月 10日出産の場合 

→6月末までに必要書類を提出してください（出産日の 2か月前の日＝6月 10日） 

→9月末で退園となります（産後 8週が経過する日＝9月 6日） 

  

  （2）出産後、育児休業を取得し、園を継続利用する場合 

    『子どものための教育・保育給付認定変更申請書』、『育児休業証明書』及び『育児 

休業期間の保育所等継続利用申請について』を提出してください。 

育児休業開始日の属する日の月末までに、必要書類を提出いただく必要があります。 

保育必要量の変更は、翌月 1日からとなります。 

 

（３） 出産後、育児休業を取得し、園を退園する場合（育児休業中は自宅で保育し、復職す

る際に保育園の利用を希望する場合） 

退園届及び『育児休業期間の保育所等継続利用申請について』を提出してください。 

復帰される際の新たな入園申請において加点措置を行います。 
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（4）就労時間や就労先が変更となった場合 

就労証明書の提出が必要となります。変更が生じる日の属する月末までに、就労

証明書の提出をお願いします。翌月から、保育必要量や保育料が変更となる可能

性があります。 

 

（5）仕事を辞め、求職活動をする（転職する）場合 

     速やかに、求職状況申立書の提出をしてください。離職日の属する月の、翌月 1

日から要件が求職活動となり、保育短時間になります。就労先が決定している場

合は、離職日の属する月末までに、新しい就労先の就労証明書の提出をお願いし

ます。 

     

【よくあるご質問】 

Q1 就労・就学時間は休憩時間を含んだ時間ですか？超過勤務(残業)時間は含みますか？ 

A   就労・就学時間は休憩時間を含みません。超過勤務時間は除きます。 

  

   Q2 就労先が複数あります。就労日数・就労時間の合算はできますか？ 

   A   就労先が複数ある場合は、全就労先の勤務証明書をご提出ください。提出された勤務証

明書をもとに、就労日数・就労時間を合算して指数を決定します。 

 

  Q3 育児短時間制度を利用しています(利用予定です)。指数はどのように決まりますか？ 

   A   以下の①②両方に該当する場合は、正規の就労日数・時間に基づき指数を決定します。 

① 短縮後の就労時間が１日６時間以上の場合、または、正規の就労日数・時間に比べ 

て２時間以内の短縮の場合 

② 週あたりの就労日数が変わらない場合(例：週５日９時間就労⇒短時間で５日６時間 

就労の場合は、週５日８時間の就労条件で指数を決定する) 

 

   Q4 申し込み前に転職をしたいため、在職・採用内定証明書内の「直近 3か月の勤務実績」

欄に記入できませんがどうしたらよいでしょうか？ 

   A   就労証明書を新しい就労先でご用意いただき、ご提出ください。給与に関しては「１か月

平均額（見込み）」、勤務に関しては「直近 3か月の予定」の記入をお願いします。 

 

Q５ 保育所入所後に、就労状況が変わっても、引き続き在園できますか？ 

   A   保育の必要性が申し込み時と変わらないことが通園継続の条件です。そのため、就労日

数や就労時間が減り、「保育を必要とする事由」が認められない場合は、再申し込み(再

選考)となります。再選考の結果、退園となる可能性があります。 

↙〔育児・介護休業法〕 
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   Q6 申し込み後に希望園の変更はできますか？ 

A   希望園の変更はできます。ただし、締め切りにご注意ください。 

       ４月入園希望の方は「第一希望の園で受ける面接日」まで、５月以降の入園希望の方は

選考の締切日まで(入園希望月の前月１５日まで、土日祝日の場合は前金曜日まで)に直

接ご来庁の上、変更してください。印鑑が必要です。 

   

Q7 保育所では入所できるといわれたのに、なぜ保留になったのか？ 

A   入所選考は、保育所でなく市が行います。締切までに市に提出された申込全体の中から

優先度（点数）の高い順に決定します。 

 

Q８ 父母同時に育児休業を取得する場合、保育園の継続はできますか？ 

 A   父母が同時に育児休業を取得した場合は、最大 3か月の期間であれば、継続利用が 

認められます。期間を超えて継続入所を希望する場合、保護者のいずれか（別は問

わない）が復職しなければ退園となります。詳細については、こども未来課へお問

い合わせください。 

 

【選考通知について】 

令和 5年４月の入園・転園の可否は、2月上旬から中旬頃、発送予定です。 

5月以降は入所希望月の前月の下旬(各月２５日頃)に、電話でお知らせします。 

※2回目以降の選考結果については、入所内定の場合のみ、電話でお知らせします。 

 

 

 

 

 

 


