
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

※ この冊子の内容は、令和４年４月時点のものです。今後、変更となる可能性があります。 

※ 令和５年４月以降を入所希望日とされる申込みは、令和４年１０月頃に公表予定の

「令和５年度 募集要項」に基づき受付します。 

202２年度 
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１．保育所（園）等とは                               

 

保育所（園）・認定こども園（保育所部分）・小規模保育事業実施施設（以下、「保育所（園）

等」といいます。）は、保護者の就労や疾病等により、家庭で保育を行うことが困難である

乳幼児を保育する施設です。 

なお、利用するには、幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）とは異なり、保育を必要とす

る事由（以下、「保育認定の事由」といいます。）が必要です。 

 

 

保育所（園） 就労などのため家庭での保育が困難な保護者に代わって、保育

(養護と教育)を行う施設です。保護者と市の契約であり、保育料が

かかる場合は、市が保護者から徴収します。 

また、枚方市内の全保育所(園)で地域の子育て支援事業を実施し

ています。 

 

認定こども園 幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、就労状況が変わった

場合も、通いなれた園を継続して利用することが可能です。また、

地域の子育て支援事業も実施します。 

「保育所部分」（下記＊参照）の利用については、市が行う利用

調整の結果を踏まえ、保護者と園で契約を行います。 

保育料がかかる場合は、直接、園が保護者から徴収します。また、

園によっては、保育料以外に別途費用を徴収する場合があります。 

【認定こども園については 2 区分の利用形態があります。】 

*保育所部分：就労などのため家庭での保育が困難な世帯が利用 

*幼稚園部分：小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教

育を目的とする世帯が利用（満３歳以上が対象。申込みは直接、

園へ） 

 

小規模保育事業実施施設 就労などのため家庭での保育が困難な保護者に代わって保育(養

護と教育)を行う事業を実施する施設です。少人数の子どもを保育

する市町村の認可事業で、３歳未満児が対象です。 

利用については、市が行う利用調整の結果を踏まえ、保護者と園

（公立施設は市）で契約を行います。 

保育料がかかる場合は、園（公立施設は市）が保護者から徴収し

ます。 
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２．保育所（園）等の利用までの流れ                     

 

保護者 保育幼稚園入園課 保育所（園）等 

①情報収集→保育所（園）等見学 

希望保育所（園）等の選定 

①空き情報等の提供 ①見学の受入 

②保育の必要性の認定（※１）及び利用

調整（※２）に関する申込書の提出。 

※１「教育・保育給付認定申請書」 

※２「保育所（園）入所申込書・認定こ

ども園及び小規模保育事業利用調整

申込書」 

③入所要件確認書類の提出 

②「教育・保育給付認定申請

書」、「保育所（園）入所申込

書・認定こども園及び小規

模保育事業利用調整申込

書」受付 

③入所要件確認書類受付 

②「教育・保育給付認

定申請書」、「保育所

（園）入所申込書・認

定こども園及び小規

模保育事業利用調整

申込書」受付 

※毎年 3 月を除く 

④保育所（園）入所・認定こども園利用

調整・小規模保育事業利用調整申込済

証を第１希望の保育所（園）等に提出 

⑤認定こども園・小規模保育事業実施施

設（公立除く）については、別途、各

園に「入園申込書」も提出 

④利用調整 

承諾通知の発送 

③保育所（園）入所・

認定こども園利用調

整・小規模保育事業利

用調整申込済証の受

け取り 

④認定こども園・小規

模保育事業実施施設

（公立除く）について

は、「入園申込書」受付 

⑥入所承諾の場合 

保育所（園）等での面接・入所準備。 

認定こども園・小規模保育事業実施

施設については、各園（公立施設は

市）との契約 

 ⑤面接・入所説明 

⑥認定こども園・小規

模保育事業実施施設

（公立除く）について

は、保護者との契約 

⑦保育所（園）等入所   

※見学や入所・利用調整申込済証の提出に行かれる際は、必ず事前に保育所（園）等に

直接電話連絡してください。 

※各保育所（園）等の保育内容など詳細については、必ず事前に保育所（園）等にご確

認ください。 

※認定こども園については、別途入園料金等を徴収する可能性があります。必ず事前に

園にご確認ください。 

 

３．保育の必要性の認定                           

 

保育所（園）・認定こども園（保育所部分）・小規模保育事業実施施設の利用を希望され

る場合は、保育の必要性の認定（以下、「保育認定」といいます。）を受ける必要があります。

認定された場合、利用が決まった時に、教育・保育給付認定の通知を市から交付します。 

子どもの年齢や保育認定の事由により「保育認定の有効期間」及び「保育必要量（保育

を利用できる時間）」が異なります。 

 

①保育認定の事由 

保育所（園）等を利用するには、父・母のいずれもが、次の表のいずれかに該当する場

合で、家庭での保育が困難であることが条件となります。 
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 保育認定の事由 保育認定事由の要件 

１ 就 労 １か月当たり実働６４時間以上の就労をしていること。（居宅外自営含む） 

居宅内での自営、月２万円以上の収入がある内職をしていること。（内職

は労働申告書提出時に１か月以上の収入実績が必要です。） 

２ 妊 娠・ 

出 産 

妊娠に伴う心身の不調等により家庭での保育が困難であること。または、

出産予定日の６週前（多胎妊娠の場合は１４週）の前日が属する月の初日

から、出産後８週が経過する日の翌日が属する月の末日までであること。 

３ 保護者の 

疾病・障害 

保護者が疾病、負傷、または障害を有していること。 

４ 同居親族の 

介護・看護 

長期にわたる疾病、または障害を有する同居の親族を常時介護しているこ

と。（別居親族の介護・看護のために保育の利用をご希望の場合は、一度

ご相談ください。） 

５ 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（ただし、保

護者自身が被災した場合に限る）。 

６ 求職活動 求職活動（起業準備を含む）を継続的に行っていること。 

７ 就 学※１ １か月当たり６４時間以上就学していること。 

８ 育児休業※２ 既に保育所（園）等を利用している児童で、育児休業取得時に引き続き保

育が必要であると認められること。 

９ その他 上記に類する状態にあると認められる場合。 

※１ 就学を認定事由とする場合、対象となる学校は限定されますので、お問い合わせください。 

※２ 保護者が育児休業中の場合は、保育所（園）等に入所（転所を含む）していただくことは

できません（上の表の８に該当する場合、７ページ「５．保育所（園）等入所日（利用開始

日）」に記載するならし保育に該当する場合と、小規模保育園又は小規模保育事業実施施設

の卒園時に育児休業を取得しているが、卒園後も他の保育所等の利用が必要と認められる

場合を除く）。 

 

②年齢による認定区分 

保育を必要とする子どものうち、満３歳未満の子どもは「３号認定」、満３歳以上の子ども

は「２号認定」となります。ただし、年度途中で満３歳となり認定区分が２号に変更となっ

ても、保育所（園）等におけるクラスについては、当該年度中は２歳児クラスで変更はあり

ません。  

 

③保育認定の有効期間 

保育認定の事由 認定の有効期間〈保育所（園）等の利用可能期間〉 

就労 

同居親族の介護・看護 

災害復旧 

当該子どもの小学校就学前まで 

保護者の疾病・障害 診断書の記載等により家庭での保育が困難と認められる期間 

妊娠・出産 出産予定日の６週前（多胎妊娠の場合は１４週）の前日が属する月

の初日から、出産後８週が経過する日の翌日が属する月の末日まで 

（子どもの小学校就学前までの方が短い場合はその期間） 

求職活動 有効期間の開始日から最大９０日が経過する日が属する月の末日

まで（子どもの小学校就学前までの方が短い場合はその期間） 

就学 保護者の卒業・修了まで 

（子どもの小学校就学前までの方が短い場合はその期間） 

その他 市長が必要と認める期間 

※  子どもが満３歳未満の場合、３号認定の有効期間は「３歳の誕生日の前々日まで」と

なります。満３歳到達時に、２号認定の教育・保育給付認定の通知を市から交付します

（２号認定の有効期間は上表の期間までとなります）。 
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④保育必要量（保育所（園）等を利用できる時間） 

保育認定を行う際、同時に保育必要量の認定を行います。保育必要量には、「保育標準時

間」と「保育短時間」の２区分があり、保育認定の事由や保護者の就労時間等により認定し

ます。 

「保育標準時間」の認定を受けた場合は、１日あたり１１時間を上限に保育所（園）等

を利用することができ、「保育短時間」の認定を受けた場合は、午前９時から午後５時ま

での８時間を上限に、保育所（園）等を利用することができます。 

ただし、実際の利用時間は、認定された保育必要量の範囲内で、就労や通勤等で子ども

を保育できない時間に、必要な範囲で利用していただくものです。 
 

＜保育認定の事由ごとの保育必要量＞ 

保育認定の事由 保育必要量の区分 

就労 

親族の介護・看護 

就学 

保育標準時間 保育短時間 

妊娠・出産 

災害復旧 

保育標準時間 

（保護者の申し出により、保育短時間とすることも可） 

求職活動 

育児休業 
保育短時間 

保護者の疾病・障害 

その他 

原則、保育短時間 

（病状が重篤な場合等、やむを得ない場合は保育標準時間とすることも可） 

 

＜利用時間のイメージ＞ 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

            

            
           

 

※ 上の図のうち、「保育標準時間」の１８時から１９時の「延長保育」の時間帯は、各園にお

いて申請し認められた場合、別途料金が発生することなく利用することができます。 

※ 保育短時間認定の子どもが１７時を超えて利用した場合、または８時間を超えて利用した

場合は延長保育の利用となり、園によっては別途利用料が必要となる場合があります。 

※ 上の図のうち、「保育短時間」の★印の時間帯（7 時～9時及び１７時～１９時）の取扱い

については、各園にお問い合わせください。 
 

⑤保育認定の変更、取り消し 

◆保育認定の変更について 

保育認定後に、就労状況の変更等により保育必要量や認定の有効期間など、認定内

容に変更が生じる場合は、変更申請が必要です。事務手続き上、申請されてから認定

変更までに数日～１０日程度要する場合がありますので、変更申請は早めに行ってく

ださい。 

なお、「３号認定」（満３歳未満）から「２号認定」（満３歳以上）への認定変更につ

いては、市が職権により行いますので、変更申請は不要です。 

◆保育必要量の変更について 

月途中で保育必要量に変更が生じたときは、保育認定の変更は翌月からとなります。

ただし、「保育短時間」から「保育標準時間」に変更となる場合については、月途中で

の認定変更も可能です。利用者負担額（保育料）については、翌月からの変更となり

ます。 

 

保育標準時間の利用可能な保育時間帯（11時間以内） 保育標準時間 延 長 

保 育 

★ 
基本保育時間（８時間以内） 

保育短時間 
★ 
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◆保育認定の取消しと保育所（園）等の利用について 

保育認定の事由に該当しなくなった場合は、保育認定を取り消します。その場合、

保育所（園）等の利用ができなくなります。また、保育認定の有効期間の満了後も、

引き続き保育所（園）等の利用を希望される場合は、再度保育認定の申請が必要です。 
 

⑥保育所（園）等での生活 

＜短時間保育における一日の生活の一例＞ 

               【設定保育の様子】 

  ９：００  登所（園）            

 健康観察  

        朝のつどい 

        設定保育                           

１２：００  食事 

        午睡    

 １５：００  おやつ 

        あそび                        

 １７：００  順次降所（園） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教育・保育の内容・特徴】 

乳幼児期は、生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期です。 
保育所（園）等では、一人ひとりの子どもたちを大切にしながら、友だちとともに育ち

あい、豊かな遊びや環境の中で、心身ともに健やかな子どもに育てることを目標としてい
ます。 

  特に午前中の活動は、個々の発達を理解しつつ、子ども相互の関わりを重視し、集団と
しての成長を促します。個の成長が集団の成長に関わり、集団における活動が個の成長
を促すといった関連性に十分留意して、集団での保育時間を大切に考えています。 

 

４．保育所（園）等の利用申込み                         

①利用申込み 

◆利用申込みができる方 

   ・枚方市に在住している方（出生届を提出済みの方） 

   ・３か月以内に枚方市へ転入する方 

  ※ 災害や父母の入院等、緊急の事情のある方は、保育幼稚園入園課に相談してください。 

◆受付場所 

保育幼稚園入園課 または 利用を希望する保育所（園）等 

    ※ 電話･郵送での申込みはできません。 

    ※ 保育所（園）等で申し込みの場合、申込み順は申込日の最後となります。また、

申込み状況などの確認はできません。 

 ◆必要なもの 

 ・これから枚方市へ転入する方は、引渡日や入居予定日記載の契約書（新築・購入・賃借

等の契約済み原本。重要事項説明書は不可）。申告どおり転入されなかった場合、申込

みが取り消しとなります。詳しくは事前に保育幼稚園入園課へお問い合わせください。 

一日の始まり、クラス

のみんなが顔を合わ

せ、一日のスケジュー

ルを確認しています。 

午前中には設定保育

に取り組み、０歳児

から５歳児までの発

達に合わせて養護と

教育を一体化した保

育を進めています。 

～ 
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②保育認定の事由の確認書類の提出 

 申込み後、速やかに保育認定の事由の確認書類を提出してください。申込み受付日から

３か月を過ぎても保育認定の事由確認書類の提出がない場合は、辞退されたものとして申

込みを取り消します（申込みの取り消しについては個別にお知らせは致しません）。 

 保育認定の事由 確認書類 

１ 就 労 労働申告書（所定用紙） 

通勤（通学）時間申告書（所定用紙） 

※育児休業明けの勤務復帰日から保育の利用を希望する場合

は、産前産後休業及び育児休業取得申告書（所定用紙）も必要 

２ 妊娠・出産 母子健康手帳のコピー（母の氏名・出産予定日記載の部分） 

※ただし、産前６週前の前日が属する月の初日以前の利用を希

望する場合、別途書類が必要 

３ 保護者の 

疾病・障害 

疾病・負傷 診断書（原本） 

障害 障害者手帳のコピー 

４ 同居親族の介護・看護 障害者手帳のコピー・介護保険証のコピー・診断書（原本） 

５ 災害復旧 罹災証明書等 

６ 求職活動 求職活動申立書（所定用紙） 

ハローワークカード又はハローワーク受付票（いずれもハロー

ワークで発行）のコピー 

７ 

 

 

就学 

 

在学証明書 

就学カリキュラム・時間割等（就学時間帯及び時間数がわかる

もの） 

通勤（通学）時間申告書（所定用紙） 

８ 育児休業 産前産後休業及び育児休業取得申告書（所定用紙） 

９ その他 市長が必要と認める書類 

※ 上記の確認書類と併せて、「確認票」の提出が必要です。 

※ 保護者それぞれについて提出が必要です。 

※ 必要に応じ、別途書類の提出を求めることがあります。 

※ 郵送での書類提出も可能ですが、記入もれ等があれば申込みが成立しませんので、でき

るだけ窓口にお持ちください。また、記載内容について、職員が事業所等に電話等によ

り確認させていただくことがあります。 

※ 育児休業を取得している場合、「産前産後休業及び育児休業取得申告書」の育児休業取

得期間は、その時点で取得が決定している期間を記載してください。また、育児休業期

間中は新規入所ができないことから、利用調整の対象とはなりませんが、育児休業を短

縮することができる場合は、短縮可能な日から利用調整の対象となります。 

  年度当初からの保育利用開始を希望する場合は、育児休業取得期間の最終日が 3月 31

日～4月 14 日の間となるように育児休業を取得してください。育児休業取得期間の最

終日が 4 月 1 日～14 日までの場合は 4 月 1 日以降育児休業取得期間最終日までの

間、保育所（園）と調整の上ならし保育をご利用いただくことができます（最大 14日

間）。 

※ 産前産後休業又は育児休業を取得されている場合は、職場復帰時に「産休育休復帰確認

書」の提出が必要です。 

③利用者負担額（保育料）や副食費徴収免除の算定に必要な手続き 

 ・2022（令和 4）年１月１日現在において枚方市に居住していた父母（世帯の状況に 

より同居の祖父母）で、市民税申告を行っていない方は、枚方市役所市民税課で市民 

税申告（4 月～8 月に入所の方は令和 3 年度分および令和 4 年度分、９月～3 月に 

入所の方は令和 4 年度分）の手続きを済ませてください。無収入の場合や非課税所得 
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のみの場合でも保育料の算定や副食費の徴収免除を行うために税の申告が必要です。 

 

 ・転入または単身赴任などで、2022（令和 4）年 1 月 1 日現在において他市町村に居

住していた方は、次の(１)(２)いずれかを提出してください。 

（１）市町村民税課税証明書（４～８月に入所の方は令和 3 年度及び令和 4 年度

分、９月～3 月に入所の方は令和 4 年度分） 

（２）マイナンバー確認資料（次表の「番号確認書類」及び「本人確認書類」） 

※2022 年 1 月 1 日時点でお住まいの自治体で市民税申告を済ませている必要があります。 

    

 

市町村民税額等の確認ができない場合は、最高階層での利用者負担額（保育料）

を求める場合があります。必ずお手続きください。 

 

④その他の注意事項 

 ◆心身の発達上、集団での保育に配慮が必要な児童や医療的ケアの必要な児童について 

は、お申し出ください。 

 ◆３歳未満児対象の小規模保育施設（20 ページ参照）を第１希望で申込む場合、３歳

児クラスからも引き続き保育の利用を希望される場合は、2 歳児クラスの秋以降に、

別園への申込みが必要となります。 

◆利用申込み後、第１希望の保育所（園）等を変更する場合は変更の手続きが必要です

ので保育幼稚園入園課窓口へお越しください。なお、変更日が新たな申込み受付日と

なります。 

◆保育所（園）等は第２希望まで申込みできます。第２希望の変更や追加は電話でも受

け付けます。 

◆待機順番については、お電話等でお問い合わせいただいた場合、参考値としてお答え

しています。ただし順番は日々変動します。また、時期によっては順番をお答えでき

ない場合もあります。 

 

 

５．保育所（園）等入所日（利用開始日）                               

 ◆各月 1 日を基本とします。 

 ◆産前産後休業・育児休業明けの勤務復帰日より利用開始を希望の場合、緊急入所の場

合（父母のいずれもが２０日以上の入院が見込まれる場合など）は必要な日とします。 

◆育児休業明けの場合、各園が実施される「ならし保育」に対応するため、最大２週間、

入所日を前倒しすることができます。ただし、実施には種々の条件がありますので、保

育幼稚園入園課へお問い合わせください。 

 

 

 提出が必要な方 具体的な確認資料 

番号確認 

書類 

保護者 

同居する者全員 

いずれか 1点 
 ・マイナンバーカード（写真付） 
 ・通知カード 
 ・マイナンバーが記載された住民票の写し（原本） 

本人確認 

書類 

保護者 

（申請者） 

次の A より１点、または、B より２点 

A 

 ・マイナンバーカード（写真付） 
・運転免許証    ・運転経歴証明書 

 ・パスポート    ・身体障害者手帳 
 ・療育手帳     ・精神障害者保健福祉手帳 
 ・在留カード    ・特別永住者証明書   等 

B 
 ・健康保険証    ・年金手帳 

 ・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 等 
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６．年度途中での利用調整（選考）について                      

①利用調整の対象者 

  利用調整日までに保育認定の事由の確認書類をすべて提出した人です。 

 まず翌月入所希望者から利用調整し、空きがある場合は翌々月入所希望者から利用調整 

します。 

②利用調整日 

入所希望日の前々月または前月の１５日（土日祝の場合はその前日）です。なお、 

１月～３月を入所希望日とする申込みの期限は 11 月 15 日となります。  

ただし、入所希望日が産前産後休業・育児休業明けの勤務復帰日の場合は入所希望日の

2 か月前から随時、緊急入所（１６ページの保育所（園）等利用調整基準表の基礎点表

の点数が 10 点）は随時利用調整します。 

③利用調整の方法 

保育所（園）等の利用調整は、保育所（園）等利用調整基準表の点数（１６・１７ペー

ジに記載）の基礎点・調整点の合計点の上位順、点数が同じ場合は、基礎点の上位順、な

お同点数となる場合は、利用申込みの早い順に決定します。 

待機順番については、お電話等でお問い合わせいただいた場合、参考としてお答えし

ています。ただし順番は日々変動しますのでご注意下さい。なお、時期によっては順番

をお答えできない場合もありますのでご了承下さい。 

④利用調整の結果について 

  保育の利用ができる場合は、保育幼稚園入園課から連絡します。定員等の都合で保育 

の利用ができない場合は、利用保留となり、待機していただくことになります。 
 

７．年度当初の利用調整（選考）について                       

【令和５年４月入所希望分（予定）】 ※窓口受付は原則平日９：00～17：30 まで。 

●第１次利用調整   令和４年 10 月１日  ～  令和４年 11 月 15 日まで 

11 月 15 日までに申込み、かつ保育の認定事由の確認書類をすべて提出した人を

対象に利用調整を行います。結果は１月下旬に、書面にて通知します。 

※例年、第１次利用調整の締切りは 11 月 30 日でしたので、ご注意ください。 
 

●第２次利用調整   令和４年 11 月 16 日 ～  令和５年２月 28 日まで 

  11 月 16 日から 2 月 28 日までに新規で申込みをした人、第１次利用調整で保留

となった人を対象に第１次利用調整後の空きがある保育所（園）の利用調整を行いま

す。結果は２月中旬ごろに文書で通知します。 
 
●第３次利用調整   令和５年３月１日   ～  令和５年３月１５日まで 

３月１日から 15 日までに新規で申込みをした人、第２次利用調整で保留となった

人を対象に第２次利用調整後の空きがある保育所（園）の利用調整を行います。結果は

３月中に文書で通知します。 
 

※医療的ケアを必要とするお子さんの受付期間は別途設ける予定です。 

※詳細は市ホームページ(随時更新)または 10 月頃に公表予定の「令和５年度 募集要項」

をご確認ください。 

８．利用者負担額（保育料）及び副食費徴収の免除の決定について                              

①利用者負担額（保育料・副食費）の決定について 

 ◆利用者負担額（保育料）及び副食費の徴収免除は児童の父母の市町村民税額等により

決定します。祖父母と同居している場合、祖父母の税額が関係することもあります。 

  ※住宅借入金等控除・寄附金控除（申告特例寄附金控除含む）・配当控除・外国税額控

除・住宅耐震改修控除・電子証明書等控除・配当割・株式譲渡割を適用する前の税

額で算出します。 
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 ◆４月分から８月分の利用者負担額（保育料）及び副食費の徴収免除は前年度市町村民

税額、９月分から翌３月分の利用者負担額（保育料）及び副食費の徴収免除については

当該年度市町村民税額により算定します。 

  ９月分以降の利用者負担額（保育料）及び副食費の徴収免除については、毎年８月頃に

通知します。 

利用者負担額（保育料）表 ※金額は、上段が保育標準時間、下段が保育短時間 
各月の初日における 
教育・保育給付認定保護者の属する世帯
の区分 

階層区分 利用者負担額（月額）  単位：円 

被保護者世帯等 1 0 

市町村民税非課税世帯 2 0 

市町村民税所得割非課税世帯 
（２階層に掲げる者を除く。） 

3 
6,500 

6,300 

 
市町村民税の所
得割が次に掲げ
る額である世帯
（他の階層の世
帯を除く。） 
 
※利用者負担額
算定における所
得割額では、調
整控除を除く税
額控除（住宅借
入金特別控除、
寄附金控除等）
は適用しませ
ん。 
 
 

10,000円未満 4-1 
9,000 

8,800 

10,000円以上 
19,000円未満 4-2 

10,300 

10,100 

19,000円以上 
44,000円未満 4-3 

11,500 

11,300 

44,000円以上 
53,000円未満 

4-4 
13,700 

13,400 

53,000円以上 
70,000円未満 

4-5 
16,000 

15,700 

70,000円以上 
83,000円未満 

4-6 
21,000 

20,600 

83,000円以上 
115,000円未満 4-7 

25,500 

25,000 

115,000円以上 
142,000円未満 4-8 

28,000 

27,500 

142,000円以上 
190,000円未満 4-9 

36,000 

35,300 

190,000円以上 
235,000円未満 

4-10 
39,000 

38,300 

235,000円以上 
304,000円未満 

4-11 
44,000 

43,200 

304,000円以上 
346,000円未満 

4-12 
46,500 

45,700 

346,000円以上 
446,000円未満 4-13 

50,600 

49,700 

  
446,000円以上 4-14 

52,000 

  51,100 

※世帯の状況等に応じて保育料が減免される場合があります。詳しくは利用者負担額

（保育料）・副食費のしおりをご確認ください。 

※３～５歳までの児童について、国の制度に基づき、幼稚園・保育所・認定こども園

等の利用者負担額は無料です。ただし、副食費（おかず代など）を施設へ支払う必

要があります。また、年収 360 万未満相当世帯、第３子以降の児童は副食費も免

除となる場合があります。なお、枚方市独自政策により、第２子以降の児童は生計

同一世帯であれば年齢や所得にかかわらず保育料や副食費の徴収が免除となる場合

があります。 

 

 

 

市町村民税の申告がない場合や課税証明書の提出がない場合など、市町村民税額等の確認

ができない場合は、第 2 子以降の児童であっても最高階層での利用者負担額（保育料）負

担を求める場合があります。 
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②利用者負担額（保育料）の変更について 

  保育必要量や認定区分の変更、世帯構成の変更等があった場合、利用者負担額（保育

料）が変更となることがあります。 

  保育必要量や認定区分が月途中で変更となった場合の利用者負担額（保育料）は、翌月

からの変更となります（満３歳となり認定区分が 3 号から２号に変更となる場合につい

ては、当該年度中は２歳児クラスの利用者負担額（保育料）を適用します）。 

※ 施設による利用者負担額（保育料）の差異はありません。 

公立・私立保育所（園）のいずれに入所しても、利用者負担額（保育料）は同じです。 

また、認定こども園・小規模保育事業実施施設についても、市が定める利用者負担額 

（保育料）と同額です。ただし、施設によっては、利用者負担額（保育料）以外に制 

服や教材・行事など教育・保育内容に関わる経費を別途徴収する場合があります。詳 

しくは各施設へお問い合わせください。 

９．利用者負担額（保育料）の納付について（０～２歳児クラス）               

①公立・私立保育所（園）を利用の場合 

  市に納付していただきます。利用者負担額（保育料）の納付は、口座振替でお願いしま

す。月末（12 月は 2６日）にご指定の口座から振替します（金融機関等が休みの場合は

翌営業日）。口座振替を開始するまでは市が発行する納付書にて納付してください。 

②認定こども園・小規模保育事業実施施設を利用の場合 

   直接施設に納付してください。納付方法については、各施設にお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

10．利用者負担額（保育料）の減免・階層変更について                      

次の場合に対象となることがあります（いずれも申請された年度内が対象となります）。 

①児童が病気や事故により 1 か月継続して休んだ場合（必要な項目が記載された診断書の

提出が必要。記載内容については必ず事前にお問い合わせください。） 

②災害により、その居住する家屋に著しい損害を受けた場合 

③病気による退職のため収入が減少し、その保護者が病気のため、子どもの保育をできな  

いと医師が認める世帯である場合（療養期間） 

④災害や自己都合によらない離職（傷病による場合を含む）により、前年分の所得に比べ、

今年の推定所得が減少し、市町村民税所得割合算額（推定額）に応じた階層区分が変更

する場合 

11．保育時間について                            

①保育所（園）等の開所時間 

午前７時～午後７時 

認定された保育必要量（４ページ参照）の範囲内で実際に就労や通勤時間等により子ど

もの保育ができない時間について利用できます。 

① 延長保育について 

一部の保育所（園）で延長保育を実施しています（別途、延長保育料が必要）。各保育

所（園）にお問い合わせください。 

＜夜間認定こども園（明善第弐めぐみ園）＞ 

保護者が就労のため、概ね午後６時以降も保育が必要な場合に利用できます。 

◆開所時間  午前１０時～午後１０時（入所要件で認められた時間を利用できます。）  

◆延長保育  午前７時～午前１０時（別途、延長保育料が必要） 

◆延長保育料 支給認定区分に応じて取り扱いが異なります。直接園へお問い合わせく

ださい。 

利用者負担額（保育料）は、お子様が通われる施設で教育・保育を行うために使われる大
切な財源です。必ず期限内に納付してください。期限を過ぎて納付した場合、その日数お
よび金額に応じて延滞金が発生する場合があります。 
納付されないときは、給与・預金等の財産の差押えなどの滞納処分を行う場合があります。 
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12．各種届出について                            

次のような場合は、保育幼稚園入園課に必ず届け出てください。 

①入所児童が病気などで長期欠席されるとき 

②住所が変わったとき（市内で転居、または市外へ転出） 

③家族の状況が変わったとき（出産・離婚・再婚・祖父母との同居・死亡など） 

④保護者が転職・退職・就職・休職されるとき、就労時間・就労形態が変わるとき 

⑤育児休業を取得するとき、職場復帰するときなど 

⑥市町村民税額等が変わったとき 

 

13．保育所（園）等の継続利用について                   

①次年度の継続利用について 

次年度も保育所（園）等の継続利用を希望される場合、毎年、利用に係る継続手続き

及び保育の認定事由の確認書類の提出が必要です。手続き方法等については、保育所（園）

等を通じてご案内します。手続きがない場合、退所となる場合があります。 

 

②保育認定の事由が「求職活動」の場合の利用期間 

保育認定の事由が「求職活動」の場合は、保育認定の満了日（利用開始日から最大 90

日が経過する日が属する月の末日）をもって退所となります。 

引き続き保育所（園）等を利用するには、保育認定満了日の翌日までに就労を開始する

ことが必要です。それを証する書類（労働申告書等）を保育認定満了日が属する月の  

１５日（土日祝の場合はその前日）までに提出された場合は、継続して当該施設を利用

していただくことができます。 

 ＜例＞利用開始日が 4 月 1 日の場合…7 月 1 日以前に就労を開始することを証する書

類を 6 月 1５日までに提出した場合のみ 7 月 1 日以降の継続利用が可能 

 

14．保育所（園）等の退所について                          

①退所するとき 

事前に退所届を保育所（園）へ提出してください。用紙は保育所（園）にあります。退

所日は、原則として月末になります。認定こども園・小規模保育事業実施施設（公立施設

を除く）には市所定の退所届がありません。退園される場合は、各園と保育幼稚園入園課

へご連絡ください。 

②退所となる場合 

 ◆児童が 1 か月間、１日も登園しない場合。 

  ※ ただし、児童の病気等の理由による場合は、最大２か月間まで延長 

 ◆保護者の退職などにより、保育認定の事由がなくなった場合 

◆市外に転出したとき（各月１日付で転出した場合前月末での退所となります。転出する 

前に保育幼稚園入園課へ連絡してください。） 

 

15．保育所（園）等の転所を希望するとき                       

①申込みについて 

  ◆申込みできる方 

   保育所（園）等を利用中の方（保育の認定事由が育児休業・求職活動の場合を除く） 

※ ３歳未満児対象の小規模保育施設（２０ページ参照）入所後、３歳児以降の保育 

所（園）等の利用申込みの開始希望日を短縮される場合は、転所申請として受付

け、転所申込日を申請日として取り扱います。 

※ 保育認定事由が「育児休業」「求職活動」の場合は、転所できません。 
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◆受付場所 

保育幼稚園入園課 または 利用を希望する保育所（園）等 

 ※ 電話･郵送での申込みはできません。 

※ 保育所（園）等で申込みの場合、申込み順は申込日の最後となります。 

  また、申込み状況などの確認はできません。 
 

②利用調整基準の点数について 

◆基礎点 

保育所（園）等利用調整基準表に基づく基礎点の点数（１６ページ参照）が 7 点以上

の場合は 7 点とし、７点に満たない場合はその点数とします。 

◆調整点 

 次の場合は基礎点に調整点を加えます。 

 ・兄弟姉妹が入所している園への転所（＋1 点） 

  

16．一時預かり事業のご案内                        

①利用要件 

一時的に家庭での保育が困難なときに、保育所（園）等でお子さんをお預かりします。 

◆日単位利用 保護者の傷病、入院、育児に疲れた時など、一時的に保育ができない場

合 

◆月単位利用 保護者が週２～３日程度の短時間就労（１か月概ね６４時間以上も可）

などで、保育ができない場合 

② 対象 概ね生後６か月から就学前までの乳幼児 

③ 利用時間 月曜日～土曜日の午前９時～午後５時まで（祝日・年末年始は休み。ま

た、園の行事等で利用できない日があります。） 

 半日利用は午前９時～午後１時または午後１時～午後５時 

④利用方法 利用には、事前に登録の手続きが必要です。各施設が大事なお子さん

を預かるにあたっては、お子さんの成長・健康状態、自宅での様子等を

お伺いします。登録・申込みについては、⑥実施施設（P.13）に直接

行ってください。 

（利用できる人数に限りがありますので、お待ちいただく場合があります。） 

⑤利用料金 

◆日単位利用（日額） 

利用区分 一日利用 半日利用 

利用料金 

（飲食費 

 込み） 

2021 年４月２日以降に 

生まれた児童 
3,000 円 2,000 円 

上記以外の児童 2,000 円 1,500 円 

 
◆月単位利用（月額） 

利用区分 一日利用 半日利用 

利用回数 週２日 週３日 週４日 

利用料金 

（飲食費 

 込み） 

2021 年４月２日以降に 

生まれた児童 
22,500 円 34,000 円 30,000 円 

上記以外の児童 15,000 円 22,500 円 22,500 円 

※ 生活保護受給世帯と当該年度市町村民税（４～8 月の利用は前年度市町村民税）非課税の
世帯（祖父母と同居の場合、祖父母の税額が関係することもあります）は、利用料金の減免
があります（利用料金が減免となった場合も飲食費相当分の支払いが発生します）。必要と
なる確認書類等、詳細はお問合わせください。 

※ 利用料の減免については、一時預かりをご利用の時点で生活保護・市町村民税非課税世帯
の確認ができない場合は対象になりません。また、さかのぼって減免の対象にはなりません。 
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※  育児疲れ等の理由で利用する場合は、減免の対象になりません。 
※  幼児教育・保育の無償化の対象となります。保育の必要性の認定を受けているなど、要件

にあてはまる児童は、利用料金（飲食費相当分１回 350 円を除く）が無償となる場合があ
ります。 

 

⑥実施施設 

名 称 所在地 電話番号 FAX 番号 

光の峰保育園 大峰元町 2-11-6 858-0816 859-4080 

親愛保育園 南中振 2-17-37 832-1156 831-0606 

くずはあけぼの保育園 楠葉丘 1-19-1 855-5457 850-8515 

長尾保育園 長尾東町 1-41-1 858-5881 858-0475 

常称寺保育園 山之上 4-4-14 845-2130 845-2144 

村野保育園（分園） 桜丘町 72－８ 847-8469 847-2000 

牧野保育園 上島東町 6-5 868-5577 851-5757 

青桐保育園（本園） 交北 4-1247-1 855-3916 868-2222 

第２長尾保育園 長尾北町 3-2-1 857-0234 857-0027 

三矢ゆりかご保育園 伊加賀西町 46-1 846-5566 843-8638 

認定こども園 宇山光の子保育園 宇山東町 8-30 851-0560 851-1962 

蹉跎(さだ)保育園 北中振 2-3-47 832-2615 832-2602 

枚方たんぽぽ保育園 中宮北町 10-14 840-2083 840-9614 

みずき敬愛保育園 香里ケ丘 3-15-3 854-1030 854-1052 

17．就労応援型預かり保育                                                 

一時預かり事業を実施している保育所（園）等において、保護者のフルタイム就労等保育

の必要性が高い待機児童を定期的に預かる「就労応援型預かり保育」を実施しています。 

 

①利用要件 (1)～(3)のすべてを満たすこと 

(1)利用開始日時点で保育認定事由があり（育児休業中の場合は就労に復帰されることが

条件）、保育所（園）等の利用調整時の書類で、「フルタイム就労」（ひと月に 160 時

間以上就労）及び「フルタイム就労に準じた就労」（ひと月に 120 時間以上就労）を事

由とした保育の必要性が確認できること。 

(2)認可保育所（園）等を第 2 希望まで申し込んだが、待機となっていること。（当該年

度内において内定辞退した場合を除く。） 

(3)幼稚園、企業主導型保育施設及び臨時保育室を利用していないこと。 

※ 利用を希望される場合は要件に該当することの証明が必要です。 

 

②対象児童 枚方市に住民票がある０歳児（概ね生後 6 か月）から～5 歳児 

 

③利用日時 

月曜日から金曜日の５日間 午前 7 時から午後７時のうち保育が必要な時間 

※ 就労形態によっては、土曜日も利用可。 

※ 日曜日、祝日、年末年始を除く。また事業実施園の行事等により利用できない日が 

あります。 

 

④利用料金 

  月額 33,000 円 （給食費 6,000 円を含む） 
 ※ 本事業の利用料金のうち保育料 27,000円については、一時預かり事業として、 

一定の要件のもと幼児教育・保育の無償化の対象となる場合があります。 
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18．休日保育の利用について                                                 

①利用要件 

  枚方市に居住し、認可保育所や認定こども園、または小規模保育事業実施施設を利用する

児童（満１歳以上）が、保護者の就労等のため、日曜・祝日等に保育が必要な場合に利用で

きます。昼食（ミルク、離乳食含む）は要持参。 

 

②実施施設 

 蹉跎(さだ)保育園 （枚方市北中振 2 丁目 3 番 47 号） 

  電 話 ０７２－８３２－２６１６（休日保育専用） 

 FAX ０７２－８３２－２６０２ 

 

③保育時間 

 日曜日・国民の祝日等の午前 9 時から午後 5 時（1 月 1 日から 3 日は休園日） 

 延長保育については、蹉跎(さだ)保育園へお問い合わせください。 

 

④申込み 

  事前登録が必要となります。 

１週間前までに蹉跎(さだ)保育園（休日保育専用電話）へお問い合わせください。 

希望日の申込みは先着順に受け付けて行い、最大で１か月先まで行えますが、申込み状

況により、利用できない場合があります。 

◆キャンセル料 500 円（利用日の 2 日前から必要） 
 
 

19．病児保育室について                           

①利用要件 

保育所（園）等に入所している児童や、一時預かりを利用している児童が、病気のため、

保育所（園）等を休まなければならない時に利用できます。利用の前に各施設で受診が必

要です。（枚方市病児保育室（市立ひらかた病院内）については、病児保育協力医院から

の紹介状（1 部 500 円）でも利用可能。） 

また、定員に空きがある場合に限り、市外在住で市内在勤の方の児童も利用できます。 

 

②保育時間 

平日：午前８時から午後 6 時 

土曜：午前８時から午後２時（枚方市病児保育室は午後１時まで） 

 

③申込み 

  実施施設に直接お申込みください。 

 

④利用料金  1 日 2,000 円（給食代 300 円込み） 

         市外在住の方は 6,000 円（減免はありません。） 
※ 市町村民税所得割世帯合算額 19,000 円未満の世帯は 1日 1,000円 
※ 生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯は 0 円 
※ 市町村民税の考え方については、8 ページの「８．利用者負担額（保育料）及び副食費

徴収免除の決定について」をご覧ください。 
※ 利用料の減免については、病児保育室をご利用の時点で生活保護・市町村民税非課税世

帯等の確認ができない場合は対象になりません。また、さかのぼって減免の対象にはな
りませんのでご注意ください。 

  ※  幼児教育・保育の無償化の対象となります。保育の必要性の認定を受けていて、保育所
（園）等に入所していない等、要件にあてはまる児童は利用料金（給食代 300円除く）
が無償となります。 
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⑤実施施設 

 名称 所在地・電話・FAX 定員 その他 

A 
枚方病児保育室くるみ 

（保坂小児クリニック内） 

香里ケ丘３丁目 12-1 

（電話・FAX）852-0161 
８人 延長保育あり（別料金） 

B 
枚方市病児保育室 

（市立ひらかた病院内） 

禁野本町２丁目 14-1 

（電話・FAX）847-7130 
５人 

土曜日は午後 1 時まで。利用

申込等の受付は 24 時間対応 

C 
ピッコロケアルーム 

（田辺こどもクリニック内） 

東山１丁目 49-31 

（電話・FAX）850-8165 
６人 延長保育あり（別料金） 

D 
クオレ 

（にしだ小児クリニック内） 

津田駅前１丁目 13-8 
バレーヒルズ津田駅前１ 

（電話）808-5511 
（FAX）808-5525 

４人  

 

20．広域入所について                           

 枚方市に転入する方で、転入後も転入前の市区町村の保育所（園）等に継続入所を希望

する場合や、枚方市から転出する方で、転出後も枚方市の入所中の保育所（園）等の継続

利用を希望する場合は、広域入所の制度があります。 

また、保護者の勤務先・就学先に近い等の理由により、枚方市外の方が枚方市内の保育

所（園）等の利用を希望する場合、また、枚方市内の方が枚方市外の保育所（園）等の利

用を希望する場合も広域入所の制度をご利用いただくことが可能です。 

ただし、広域入所の実施には種々の条件（求職・育休の要件では利用できない等）があ

りますので、利用を希望する場合は保育幼稚園入園課へお問い合わせください。 

 

21. 枚方市立蹉跎西臨時保育室について                      

 保育所（園）等への入所までの間、一時的に利用できる臨時保育室を開設しています。年

度途中の申込みも可能。対象は(1)～(4)に全て当てはまる児童。 

【実施施設】 枚方市立蹉跎西臨時保育室 

（住所）出口 6-20-5 （電話・FAX）834-0361 

【対象】下記、(1)～(4)に全て当てはまる児童 

(1) 枚方市に住民票がある０～５歳児 

(2) 認可保育所（園）を第２希望まで申し込んだが、待機となっている 

（当該年度に利用を辞退した場合を除く） 

(3) 利用開始日時点で保育認定事由がある 

(4) 幼稚園や企業主導型保育施設を利用していない 

【開室時間】 

午前７時から午後７時 日曜・祝日・年末年始は休室 給食あり 

※就労や通勤時間等により実際に子どもの保育ができない時間について利用可能 

【利用期間】 

入室日に属する年度の末日まで利用可能です。認可保育所（園）の利用が決まった場合や

保育認定事由がなくなった場合は、当該月末までで退室になります。 

【使用料】 

月額：32,500 円（給食費含む）非課税世帯及び 3～５歳児は 5,500 円（給食費）のみ

実費負担となります。 

【申込方法】 

保育幼稚園入園課にて、入室を希望する月の前月１５日までに申込が必要。４月からの

利用申込については、認可保育所（園）の第１次利用調整で保留になった方に案内します。

選考方法は認可保育所（園）と同様に保育認定事由等による点数が高い順で利用を決定。 

※令和 4 年秋頃に、民営化とともに移転した渚西保育所を活用し、（仮称）渚西臨時保育

室の開設を予定しています。詳細は市ホームページ等でお知らせします。 
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2２．保育所（園）等利用調整基準表（令和４年度）                                    

◆基礎点表 

事由 世帯の状況 点数 

就 労 

一月に１６０時間以上就労している場合 ９ 

一月に１２０時間以上就労している場合 ８ 

一月に６４時間以上就労している場合 ７ 

居宅内において就労している場合（内職含む） ６ 

妊娠・出産 
妊娠に伴い、家庭での保育が困難な場合 ５ 

出産に伴い、家庭での保育が困難な場合 ８ 

保護者の 

疾病・障害 

父母のいずれもが２０日以上入院（見込み）または、病状重篤のため、医師が

保育できないと認めた場合 
１０ 

特定疾患等の難治性の疾患にかかっている場合 ８ 

疾病にかかり、病名が記載された診断書を提出した場合 ５ 

身体障害者手帳１・２級、精神障害保健福祉手帳１級、療育手帳Ａの交付を受

けている場合 
８ 

身体障害者手帳３・４級、精神障害保健福祉手帳２級、療育手帳Ｂ１の交付を

受けている場合 
６ 

身体障害者手帳５・６級、精神障害保健福祉手帳３級、療育手帳Ｂ２の交付を

受けている場合 
４ 

同居親族の 

介護・看護 

重症心身障がい児（者）の看護･介護や入院･通院・通所の付き添いのため、常

時保育が困難な場合 
８ 

同居の親族が２０日以上入院（見込み）したことにより、父母が常時看護しな

ければならない場合 
８ 

長期間重度の疾病又は障害を有する同居する親族を常時介護しなければならな

い場合（1 月に 16 日以上の通院付添いの場合を含む。） 
８ 

子ども発達支援センター「なのはな」等、親子通園が必要な施設に兄弟姉妹が

通園する場合 
８ 

災害復旧 災害により自宅等の復旧に当たっている場合（ボランティアは除く。） １０ 

求職活動 求職活動中である場合 ３ 

就 学 

一月１６０時間以上就学している場合 ７ 

一月１２０時間以上就学している場合 ６ 

一月６４時間以上就学している場合 ５ 

育児休業取得時に 

既に保育を 

利用していること 

育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがおり、継続利用が必要

な場合 
― 

その他 

専ら育児に当たる者の生活力及び育児能力が乏しく、児童の福祉が著しく阻害

されていると認めた場合 

－ 

（※１） 

障害児保育制度により入所を希望する場合 ６ 

長期間重度の疾病又は障害を有する別居の親族を常時介護しなければならない

場合（１月に１６日以上の通院付添いの場合を含む。） 
６ 

小規模保育園又は小規模保育事業実施施設を利用しており、卒園時に育児休業

を取得しているが、卒園後も他の保育所等の利用が必要と認められる場合 
7 

死別･離別･行方不明･拘禁等により父母不在のため祖父母等と生活している場

合 
１０ 

（１）児童福祉の観点から保育の必要性において緊急度が高いため点数を付与せず、最優先に
利用調整（選考）をする。（※１） 

（２）基礎点が１０点の場合は、月途中でも入所できるよう随時利用調整（選考）を可能とする。 
（３）基礎点は、父母それぞれの点数の低い方の点数とし、１人で２項目以上該当の場合は、高

※令和５年４月入所分から変更します。 
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い方の点数とする。 
（４）転所を希望する場合（小規模保育園又は小規模保育事業実施施設を卒園後の期間につい

て、他の保育所の利用を希望する場合を除く）の基礎点は、７点未満の時は当該点数、7
点以上のときは 7 点とします。 

 
◆調整点表 

優先利用とする事項 内          容 点数 

ひとり親家庭 
ひとり親世帯である場合（死別・離別・行方不明・拘禁等。ただし、
離婚後もなお、同居している場合は除く。） 

＋３ 

生活保護世帯 生活保護世帯である場合（就労により自立支援につながる場合に限る。） ＋１ 

生計中心者の失業により、 
就労の必要が高い場合 

生計中心者の失業により、就労の必要が高い場合 ＋２ 

子どもが障害を有する場合 
子どもが障害を有する場合（障害児保育制度を事由とする場合は
除く。） 

＋１ 

育児休業明け 産前産後休暇明けまたは、育児休業明けで職場復帰する場合 ＋２ 

兄弟姉妹（多胎児を含む）
が同一の保育所等の 
利用を希望する場合 

★兄弟姉妹（多胎児を含む）が同一の保育所（園）等の利用を希望
する場合 

＋１ 

保護者のいずれかが保育士
の場合 

市内在住の保育士または保育教諭が、市内の認可保育所（園）、認
定こども園、小規模保育事業実施施設に勤務または新たに勤務を
予定している場合 

＋１ 

小規模保育園又は 
小規模保育事業実施施設の 

卒園児童 

★０歳から２歳児対象の小規模保育園又は小規模保育事業実施施
設に入所している児童が３歳児から引き続き他の保育所に入所を
希望する場合 

＋３ 

その他 
当該児童の疾病･負傷や児童福祉施設への入所等により退所し、再
度、保育所（園）等への入所を希望した場合 

＋２ 

減点項目 

６５歳未満の祖父母と同居している場合（ただし、就労等、保育を
行うことが困難の事由がある場合は除く。） 

－１ 

★内定を辞退した場合（ただし、内定が出た利用開始日の年度内に
辞退した子にかかる利用調整を行う場合に限る） 

－１ 

★保育料に通算３カ月以上の滞納がある場合 －１ 

※ 加点と減点を相殺したものを採用し、複数の項目に該当する場合は、上限を設定せず該
当した項目すべてを合計した点数とする。ただし、転所を希望する場合と小規模保育園
又は小規模保育事業実施施設を卒園する場合、「★」の調整点のみを加減する。 

※ 基礎点・調整点を合計した結果、同点数となった場合は、基礎点数が高い者を優先する。
それでもなお同点となる場合は、申込みの早い者を優先する。 

※ 小規模保育園又は小規模保育事業実施施設に入所中の児童が、他園への入所を希望する
場合、３歳児クラス（小規模保育園等卒園時）からの希望を除き、卒園児童の加点は行わ
ない。 

※ 産前産後休業明けまたは、育児休業明けで職場復帰される場合とは、産前産後休業また
は育児休業を取得した就労先に職場復帰される場合とする。 

※ 兄弟姉妹（多胎児を含む）が同一の保育所等の利用を希望する場合とは、兄弟姉妹がす
でに入所している保育所（園）等への入所を希望する場合または、兄弟姉妹同時に同じ
保育所（園）へ新規入所を希望する場合であり、兄弟姉妹同時に転所を希望する場合は
加点の対象としない。 

※ 保育利用の内定後に就労時間を短縮するなど、利用調整時の点数に満たなくなった場合
等は、内定取消（利用開始後は退所）となることがある。 
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◆私立保育所（園） 
№ 名称 所在地 電話番号 FAX 番号 定員 歳児 

○一  １ 青桐保育園(本園) 交北 4-1247-1 855-3916 868-2222 
240 0～５ 

○分  １Ｂ 青桐保育園(分園） 交北 4-41-2 855-3916 868-2222 

 ２ 天の川保育園 西禁野 2-34-1 848-1651 847-1578 160 ０～５ 

 ３ 小倉保育園 小倉町 13-16 868-6881 868-6887 120 ０～５ 

 ４ 川越保育園 釈尊寺町 25-28 853-8668 853-8663 100 ０～５ 

 ５ 北牧野保育園 牧野北町 10-40 857-0103 866-1118 120 ０～５ 

○拠  ６ ギンガ保育園 村野西町 4-11 849-3388 849-3311 130 ０～５ 

○一  ７ くずはあけぼの保育園 楠葉丘 1-19-1 855-5457 850-8515 140 ０～５ 

 ８ くずは光の子保育園(本園) 楠葉朝日 1-22-10 856-8882 856-8895 
170 ０～５ 

○拠  ○分  ８B くずは光の子保育園(分園) 楠葉美咲 1-25-5 866-8200 866-8700 

 ９ 光善寺保育園 出口 4-36-5 833-3418 833-3428 200 ０～５ 

 10 香里ケ丘愛児園 宮之下町 8-16 854-7858 853-1604 70 ０～５ 

 11 香里ヶ丘保育園 香里園東之町 21-7 833-7777 833-7908 130 ０～５ 

 12 香里敬愛保育所 香里ケ丘 4-17-1 854-5321 852-3370 130 ０～５ 

○拠○一○休  13 蹉跎(さだ)保育園 北中振 2-3-47 832-2601 832-2602 90 ０～５ 

○一  14 常称寺保育園 山之上 4-4-14 845-2130 845-2144 130 ０～５ 

 15 招提保育園 招提平野町 6-10 857-6137 857-8734 130 ０～５ 

○一  16 親愛保育園 南中振 2-17-37 832-1156 831-0606 90 ０～５ 

※ 17 第二徳風保育園 招提南町 3-10-22 856-0770 856-4803 120 ０～２ 

○一  18 第２長尾保育園 長尾北町 3-2-1 857-0234 857-0027 120 ０～５ 

○拠  19 第二光の峰保育園 大峰元町 1-22-1 858-7788 858-7868 90 ０～５ 

 20 鷹塚山保育園 高塚町 3-8 845-2622 841-8788 90 ０～５ 

 21 津田保育園 津田元町 3-3-17 858-2278 858-5554 140 ０～５ 

※ 22 徳風保育園 田口山 2-5-1 857-2997 857-2862 150 ３～５ 

○一  23 長尾保育園 長尾東町 1-41-1 858-5881 858-0475 170 ０～５ 

○拠  24 中振敬愛保育所(本園) 東中振 1-12-1 834-2331 832-5965 
185 ０～５ 

○分  24B 中振敬愛保育所(分園) 香里ケ丘 8-1 807-7878 807-5887 

 25 中宮まぶね保育園 中宮山戸町 15-1 840-2780 840-3212 120 ０～５ 

 26 渚ゆりかご保育園 渚西 2-35-10 805-0855 805-0833 200 ０～５ 

 27 茄子作保育所 茄子作 4-3-3 854-5014 854-2214 150 ０～５ 

 28 走谷ちどり保育園 走谷１－１－１０ 846-2835 846-2835 120 ０～５ 

○一  29 光の峰保育園 大峰元町 2-11-6 858-0101 859-4080 120 ０～５ 

 30 樋之上保育園 樋之上町 6-1 850-7585 850-7300 180 ０～５ 

 31 氷室保育園 尊延寺 6-22-5 858-0058 858-0176 120 ０～５ 

○一  32 枚方たんぽぽ保育園 中宮北町 10-14 840-2083 840-9614 90 ０～５ 

 33 船橋保育園 西船橋 1-83-1 855-5371 855-5577 130 ０～５ 

○一  34 牧野保育園 上島東町 6-5 868-5577 851-5757 140 ０～５ 

 35 マツガ保育園 長尾西町 3-28-10 850-4141 866-5022 130 ０～５ 

○拠  36 まりも保育園 春日北町 4-1-7 858-5255 858-5267 140 ０～５ 

○一  37 みずき敬愛保育園 香里ヶ丘３－１５－３ 854-1030 854-1052 90 ０～５ 

○一  38 三矢ゆりかご保育園 伊加賀西町４６－１ 846-5566 843-8638 170 ０～５ 

 39 宮之阪サクラ保育園 宮之阪 4-8-8 848-6750 805-2225 120 ０～５ 

 40 村野保育園(本園) 村野本町 29-2 847-8469 847-2000 
130 ０～５ 

○一○分  40B 村野保育園(分園) 桜丘町 72-8 847-8469 847-2000 

○小  41 愛和保育園 桜町２-４ 844-6234 844-6235 30 ０～２ 

○小  42 つくし保育園 中宮本町 1-29 848-5734 807-3294 30 ０～２ 

○小  43 ハレルヤ保育園 招提南町 1-3-18 868-5541 868-5542 30 ０～２ 

 
※ 第二徳風保育園卒園後は、申込不要で徳風保育園へ入園していただけます。 
○小  ０歳児から２歳児までが対象の小規模保育園です。 
○一  一時預かり事業を実施している保育所（園）です。 
 

認可保育所（園）等一覧 
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○拠  地域子育て支援拠点事業（おやこの広場）は、乳幼児の親子が自由に遊び、交流することができ
る室内の遊び場です。親子で参加できるイベントや、育児相談などを行っています。 

○休  休日保育を実施している保育園です。 

○分  分園あり 
 

◆公立保育所 
№ 名称 所在地 電話番号・FAX 番号 定員 歳児 

 44 禁野保育所 中宮北町 1-2 847-8739 90 ０～５ 

○拠  45 楠葉野保育所 南楠葉 1-26-10 851-7090 90 ０～５ 

○拠  46 香里団地保育所 香里ケ丘 2-8-1 854-0124 170 ０～５ 

※1 47 阪保育所 牧野本町 1-10-6 857-7109 140 ０～５ 

※2 48 桜丘北保育所 桜丘町 20-1 847-8600 90 ０～５ 

 49 菅原保育所 長尾元町 1-17-10 857-2027 90 ０～５ 

 50 藤田川保育所 香里ケ丘 3-4 854-5430 90 ０～５ 

○拠  51 枚方保育所 東田宮 1-2-5 843-0485 140 ０～５ 

  52 山田保育所 甲斐田東町３１－２ 840-2580 90 １～５ 

 
○拠  地域子育て支援拠点事業を実施している保育所（園）です。 

※1 阪保育所は令和 5年 4 月に民営化する予定です。 

※2 桜丘北保育所は令和 6 年 4 月に民営化する予定です。 

 

◆私立認定こども園（社会福祉法人） 

○一  一時預かり事業を実施している認定こども園です。 

○拠  地域子育て支援拠点事業を実施している認定こども園です。 

○夜  明善第弐めぐみ園は夜間の認定こども園です。 
 

◆私立認定こども園（学校法人） 

№ 名称 所在地 電話番号 定員 
歳児 

Ⅳ 認定こども園 うみのほし幼稚園 岡南町 3-46 
電話：845-0550 
FAX：845-0559 

100 １～５ 

Ⅴ 認定こども園 うらら幼稚園 牧野北町６－８ 
電話：857-6402 
FAX：857-6448 

20 ３～５ 

Ⅵ 認定こども園 春日丘幼稚園 田口山 2-5-1 
電話：868-1828 
FAX：856-5978 

90 ０～５ 

Ⅶ 認定こども園 勝山愛和香里ケ丘幼稚園 香里ケ丘 4-17-3 
電話：854-0081 
FAX：854-5322 

90 １～５ 

Ⅷ 認定こども園 鴻池学園第二幼稚園 禁野本町 1-13-22 
電話：848-5858 
FAX：847-1982 

100 ０～５ 

Ⅸ 認定こども園 鴻池学園第三幼稚園 長尾播磨谷 1-4051 
電話：855-3777 
FAX：855-3779 

120 ３～５ 

Ⅹ 認定こども園 清香学園幼稚園 東牧野町 24-6 
電話：857-6953 
FAX：857-6974 

20 ３～５ 

Ⅺ 認定こども園 報徳幼稚園 招提南町 3-10-10 
電話：855-7700 
FAX：855-0285 

15 ３～５ 

※ Ⅰ～Ⅳ、Ⅵ～Ⅷは、幼保連携型認定こども園です。Ⅴ、Ⅸ～Ⅺは、幼稚園型認定こども園です。 

№ 名称 所在地 電話番号 定員 歳児 

○一  Ⅰ 認定こども園 宇山光の子保育園 宇山東町 8-30 
電話：851-0560 

FAX：851-1962 
165 ０～５ 

○拠  Ⅱ 認定こども園 明善めぐみ園 藤阪南町 2-26-1 
電話：851-0022 

FAX：851-6063 
140 ０～５ 

○夜  Ⅲ 認定こども園 明善第弐めぐみ園 藤阪南町 2-26-1 
電話：851-0022 

FAX：851-6063 
40 ０～５ 
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 ◆小規模保育事業実施施設 

※ おおがいと小規模保育施設は令和 5年３月末で閉園予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 名称 所在地 電話番号・FAX 番号 定員 歳児 

①  アップル保育園 北中振 1-21-2 831-5060 10 ０～２ 

②  樹保育所 宮之阪園 宮之阪 3-5-55 848-1647 19 ０～２ 

③  カナデ保育園 村野西町 4-21 
電話：080-8516-2252 
FAX：849-3311 

12 ０～２ 

④  クアッカ長尾保育園 長尾東町 1-48-23 
電話：072-896-5007 
FAX：857-0027 

12 ０～２ 

⑤  小規模保育園 のはらうた 都丘町６－9 
電話：070-2443-5403 
FAX：868-2222 

19 １～２ 

⑥  常称寺枚方駅前保育園 岡本町 7-1-107 
電話：844-2107 
FAX：844-2108 

19 １～２ 

⑦  すだち保育園 東船橋 2-35-106 851-8810 12 １～２ 

⑧  ひよこ保育園 都丘町 19-19 848-6332 10 ０～２ 

⑨  みんなの里 ぽこぽこほいくえん 町楠葉 1-8-6-103 392-4014 19 ０～２ 

⑩  おおがいと小規模保育施設（公立）※ 大垣内町 2-9-33 844-7515 19 ２ 

⑪  楠葉なみき小規模保育施設（公立） 楠葉並木 2-29-3 851-5005 19 １～２ 

⑫  こうりょう小規模保育施設（公立） 御殿山南町 2-5 840-5577 19 １～２ 

⑬  さだ小規模保育施設（公立） 東中振２-1783-１ 832-3860 19 １～２ 

⑭  たのくちやま小規模保育施設（公立） 田口山３-10-２ 857-4780 19 １～２ 

⑮  ひらかた小規模保育施設（公立） 枚方上之町 11-16 841-2185 19 １～２ 
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 お住まいの近隣で開催される子育てイベントや、

健康診査のお知らせがプッシュ通知でタイムリー

に届きます。 

 市内の保育施設や公園、図書館の検索はもちろ

ん、Googleマップ連動による経路検索もできます。

公園遊具の種類検索も OK！ 

枚方市子育 て応援 ア プ リ 誕生 

 忙しい子育て中のお母さん、お父さんが手軽に利用できる子育て応援アプリ「スマイル★ひらかたっ

子」ができました。予防接種のスケジュール管理や子育てイベント情報など役立つ機能が満載です。 

健康診査やイベント 

情報がプッシュ通知で！ 

 予防接種は種類の多さや間隔の違いから、スケジ

ュール管理は難しいもの。このアプリを使えば、お子

様の生年月日を入力するだけでスケジュールを自

動作成。急な発熱などによる予定変更も OK！ 

予防接種の 

スケジュールが自動で！ 

保育施設・公園・図書

館をカンタン検索 

 乳幼児の親子が自由に遊べるスペース

や子育て講座・サークルなどの情報も掲

載。お子様の身長や体重を入力すること

で、成長がグラフで一目でわかる機能も。 

１月４日 

【ダウンロードはこちら】 

※ご利用料金は無料ですが、パケット代な

どの通信費は自己負担となります。 

＜Web 版＞ 

無料 

【ほいくしのホッとコラムはじめました！】 

 

保育士目線でホッとする季節のメッ

セージや豆知識を届けます。 



 

 

 

＜お問い合わせ＞ 

枚方市 子ども未来部 

子育て支援室 保育幼稚園入園課 

〒573-8666 

  枚方市大垣内町 2 丁目 1-20 

    TEL  072（841）1472（直通） 

   FAX  072（８41）4319 

 e-mail  hoikuyouchi@city.hirakata.osaka.jp 

040401 

 

 


