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平成 27 年度から保育所などの利用手続きが　変わります

新たに保育所（園）を利用する場合の
利用手続きについて

10月1日～
申込書配布

10月15日～31日　
支給認定申請、施設利用申込
（子ども福祉課で受け付け）

11月中旬		
実態調査（面談）

利用施設などの調整（～2月）

平成27年１月中旬～下旬
健診・面接

平成27年2月中旬
支給認定証の送付

入所承諾書（決定通知）または入
所待機に関するお知らせの送付

平成27年４月
保育所（園）入所　

平成27年3月末まで
施設等との利用契約締結

※	市立保育所、私立保育園に入所す
る場合、岩沼市との契約になりま
す。
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　新制度において利用者の皆さんにご負担いただく保育所（園）や幼稚園の保育料は、保護者の負担能力（所
得など）に応じて決まります。具体的な金額は国の基準をもとに岩沼市が定めることになります。詳細が決ま
りましたらお知らせします。※市内の4私立幼稚園は、従来どおり、保育料については園が定めます。

保育所（園）や新制度に移行する幼稚園などの保育料について

　新制度に移行する市外の幼稚園・認定こども園（※）
を利用する場合、「入園申込書」提出と同時に「支給認
定申請書」を提出していただきます。なお、詳しい手続
きについては、入園を希望する園にお尋ねください。
　すでに幼稚園などを利用している方で同じ施設の継続
利用を希望する場合には、施設経由で「支給認定申請書」
をご提出いただきます。
※認定こども園については、満3歳以上児（1号認定）
　が幼稚園部分を利用する場合を指します。

新制度に移行する幼稚園または
認定こども園を利用される場合の手続きについて

　すでに認可保育所（園）を利用している方で同じ施設
の継続利用を希望する場合には、施設経由で「支給認定
申請書」と「継続申込書」をご提出いただきます。
　市で申請内容を確認した後、施設経由で支給認定証が
交付されます。必要な書類は、10月初旬に現在ご利用
中の保育所（園）を通じてお配りします。
　なお、現在入所中の方のほかに、兄弟姉妹の新規入所
をご希望の場合は、子ども福祉課窓口での手続きが必要
となります。手続きについては左記の「新たに保育所を
利用する場合の利用手続きについて」をご覧ください。

現在、認可保育所（園）を利用している場合の
継続利用手続きについて

市内の私立幼稚園を利用する際の手続きについて

　市内の4私立幼稚園は、平成27年度からの新制度
に移行しない予定です。
　これらの幼稚園を利用する場合は、新制度での「支給
認定」は不要です。また入園手続きについては従来どお
り直接申込となっていますのでご注意ください。
※市内私立幼稚園
　　岩沼こばと幼稚園
　　岩沼西こばと幼稚園
　　岩沼南こばと幼稚園
　　岩沼さくら幼稚園

子ども・子育て支援新制度についての問い合わせ窓口
市役所 3階　子ども福祉課（☎ 22-1111 内線 392～ 394）

※�入所申し込みについては 8ペー
ジをご覧ください。

▶子育てインフォメーション

いわぬま10月号-五[06-07].indd   6 2014/09/19   13:17:21



◤

7	 広報いわぬま2014.10月号 広報いわぬま2014.10月号	 6

平成 27 年度から保育所などの利用手続きが　変わります

　平成27年4月から、子ども・子育てに関する新
たな制度（新制度）がスタートし、保育所などを利
用する際の手続きが一部見直されます。
　新制度では、保育所や幼稚園（※）などの利用を希
望される場合、入所・入園の決定とは別に、保護者
の方の就労状況などを基に、利用のための認定（支
給認定）を受ける必要があります。
　支給認定には保育の必要性の有無と年齢に応じ
て、以下のとおり1号認定、2号認定、3号認定の3つ
の区分が設けられ、認定された区分によりそれぞれ
のニーズに合った施設や事業をご利用いただきます。

※�幼稚園については、新制度に移行する園と、現行
制度のまま継続する園とがあります。ここで「幼
稚園」とは新制度に移行する幼稚園のことを指し
ます。なお、市内の幼稚園は平成 27年度は現行
制度のまま継続する予定です。

　平成 27 年度から制度化される地域型保
育事業（家庭的保育事業、小規模保育事業、
事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業）に
ついて、認可申請を検討している事業者を
対象に相談会を開催します。（事前予約制）
日時／ 10 月 17 日㈮　9 時～ 15 時
場所／市役所 2 階 議会会議室
申込締切／ 10 月 10 日㈮
申込・問／子ども福祉課（☎内線 392）

地域型保育事業相談会について

1. 支給認定の種類

認定区分 対象となるお子さん 利用できる主な施設・事業
（平成26年10月現在）

1 号認定
満３歳以上の就学前
のお子さん
（２号認定を除く）

新制度に移行する幼稚園、
認定こども園（幼稚園部分）

２号認定
満３歳以上で保護者
の就労や疾病などの
理由により、保育を
必要とするお子さん

保育所、
認定こども園（保育所部分）

３号認定
満３歳未満で保護者
の就労や疾病などの
理由により、保育を
必要とするお子さん

保育所、
認定こども園（保育所部分）、
地域型保育

　2号または 3号認定には、保育を必要とする時
間によって「保育標準時間（最長 11時間）」と「保
育短時間（最長 8時間）」の 2つの区分が設けられ、
それぞれ施設等を利用できる時間が異なります。保
育短時間は保育標準時間よりも保育料が低く設定さ
れています。

2. 保育を必要とする時間に応じた区分

新制度の対象となる施設・事業の種類

　保育が必要な 0歳児から小学校就学前
の児童を保育することを目的とする「児童
福祉施設」です。
●幼稚園　
　満 3歳児から小学校就学前の児童が教
育を受ける「学校」です。
　市内の幼稚園については、当面新制度に
移行しない予定です。市外の幼稚園につい
ては、直接園にお尋ねください。
●認定こども園　
　幼稚園と保育所の機能を合わせ持つ施設
で、0歳児から小学校就学前の児童を対象
に、3歳未満児には保育を、3歳以上児に
は教育・保育を提供します。現在、市内に
は認定こども園はありません。
●地域型保育（新たに制度化されます）
　3歳未満児を対象に小規模な環境で保育
を実施するものです。地域型保育事業には、
家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所
内保育事業、居宅訪問型保育事業の 4種
類があり、今後事業者の設置申請により、
市が審査の上、認可を行う予定です。

●保育所（現在の認可保育所（園））
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平成 27 年度 保育所（園）入所申し込み
申込用紙配布開始／ 10月1日㈬
申込受付期間／ 10月15日㈬～31日㈮
入所基準／児童の保護者のいずれもが、次のいずれかの項目に該当し、保育が必要と認定される場合
　①1カ月当たりの就労時間が60時間以上の労働に従事している場合
　②母親が出産間近または出産後間もない場合
　③病気や負傷、心身に障害がある場合
　④同居の親族を常時介護または看護している場合
　⑤震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
　⑥求職活動（起業の準備を含む。）を継続的に行っている場合
　⑦�学校教育法に規定する学校などに在学している、または、職業能力開発促進法などで規定する職業訓練
などを受けている場合

申込／子ども福祉課、各保育所（園）にて配布する申込用紙、支給認定申請書に必要事項を記入の上、添付
　書類（就労証明書・診断書など）とともに、子ども福祉課（市役所3階）に提出してください。提出時
　に実態調査の日程をお知らせします。
　※�各保育所の定員枠に対し、申込者数が上回る場合は、市が保育を必要とする程度の高い方から選考し、
入所の調整を行います。

申し込みに関する問い合わせ／子ども福祉課（☎内線392～394）
保育所（園）への問い合わせ／　�� 　　��　　�　　　��
岩沼保育園�
チアフル保育園
ひよこ園
相の原保育所

（☎22-3087）
（☎25-6220）
（☎25-3034）
（☎22-2536）

竹駒保育園�
ほのぼの保育園
東保育所
西保育所

（☎22-2729）
（☎29-4124）
（☎35-7367）
（☎22-4488）

岩沼北保育園
岩沼はるかぜ保育園
亀塚保育所�

（☎22-2593）
（☎25-6670）
（☎23-2456）

平成 27年度	私立幼稚園	園児募集

入園資格／①平成23年4月2日以降に生まれた3歳児　
　　②平成22年4月2日以降に生まれた4歳児　
　　③平成21年4月2日以降に生まれた5歳児（若干名）
月謝経費など／各幼稚園にお問い合わせください
願書配布／ 10月1日㈬～
願書受付／ 11月1日㈯　9時～
問／岩沼こばと幼稚園� （☎22-5088）
　　岩沼西こばと幼稚園�（☎22-5166）
　　岩沼南こばと幼稚園�（☎22-5548）
　　岩沼さくら幼稚園� （☎22-3244）

　市内の保育士たちと一緒に絵本を読
んだり手作りおもちゃを作ったりしな
がら元気に楽しく遊ぼう！

第22回にこにこ保育展を開催！
みんなであそぼう～えがおのひろば～

　ガチャピンとムックも遊びにく
るよ！ぜひ遊びに来てね。

日時／10月 25 日㈯　10時～ 12時
場所／勤労者活動センター
　（ハナトピア岩沼向かい）
問／亀塚保育所（☎ 23-2456）
　ほのぼの保育園（☎ 29-4124）
　子ども福祉課（☎内線 394）

▶子育てインフォメーション
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岩沼はじめてママの子連れスポット
耳より情報バスツアー参加者募集

　市内の子育てスポットを巡るバスツアーを行います。
「初めての子育てでどこに遊びに行ったらいいか…。」
「転入してきて何がどこにあるのか分からない…。」
そんなママたちはぜひご参加ください。
　バスツアーの後には参加者のランチ交流会もあります。
　ママ友作りもできるかも？！（バスツアーのみの参加
も可能です）
日時／ 10 月 3日㈮
　バスツアー　10時～ 11時 40分
　（9時 50分まで岩沼みなみプラザに集合）
　ランチ交流会　12時～ 13時
対象／岩沼に転入して間もない子育て中の親子、　
　初めての子育て中の親子
申込締切／ 10 月 2日㈭　12時
申込・問／岩沼市子育て支援センター（☎ 36-8762）

夢☆あこがれプロジェクト2014 のお知らせ

問／教育委員会　学校教育課（☎内線 562）

 第 9 回
岩沼市児童・生徒科学技術作品展

日時／ 10月 7日㈫～ 16日㈭　
　9時～ 17時（ただし最終日は正午まで）
場所／市民会館�１階�エントランスホール
内容／理科の自由研究や工作
見学／入場無料で自由に見学できます

理科大好きフェスティバル

日時／ 10月 18日㈯　�9 時～ 12時
場所／岩沼西小学校体育館
　（駐車場は岩沼西小学校�校庭）
内容／企業や学校による理科教室
　（おもしろい理科実験）
参加／小・中学生とその保護者
　（入場無料・参加記念品あり）

※第９回岩沼市児童・生徒科学技術作品展の�
　入賞作品も展示します。

この貸付金は、ひとり親家庭などの
自立を援助し、その福祉の増進を図る
ことを目的に、1世帯 7 万円を上限
に貸し付けを行うものです。
　貸付要件や申請方法などの詳細は、
子ども福祉課へお問い合わせくださ
い。

問／子ども福祉課（☎内線 396）

福祉対策資金の貸し付けが
父子も対象になりました
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