
 
 

 
戸田市保育幼稚園室発行 第 1 号 2019.5.１  

 戸田市では、保育サービスの一環として平成３１年４月から「保育コンシェルジュ」を配置し、子育てに関する様々な

悩みや困りごと等に対し、保育士の専門性を活かした相談や保育情報の発信を行っております。 

また、直接保育の現場で働く方々からの相談等もお受けしております。 

預ける側・預かる側双方に寄り添い、共に安心・安全な環境で子育てができるよう支援していきます。 

直接電話やメール、来庁による相談を行っておりますので、ご不明な点等ありましたら市役所保育幼稚園室 

（直通電話 ０４８-４４３-５６１１)まで、お気軽にお問い合わせください。 

  

市に申し込みが必要な施設は、認可保育園（公立・私立）と小規模保育施設、事業所内保育施設があります。 

申し込みにあたっては保育が必要である旨の認定が必要です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接契約で利用できる施設として、認可外保育施設があります。認可外保育施設のうち、市の定める基準を満たして

いる施設を家庭保育室として指定しており、保育料の一部を助成します。 

 

 

 

 

 

  

入園の申し込みは、直接各幼稚園となります。尚、市内の一部の幼稚園では、預かり保育を実施しています。 

 

 

 

 

 

認可外保育施設・・・13 施設 （平成 31 年 4 月現在の施設数となります。） 

・家庭保育室 戸田市指定の基準を満たして保育を実施している施設  

・その他の認可外保育施設 

受け入れの年齢その他要件等は、各施設異なります。 

 

保育コンシェルジュ便り 

 

戸田市の認可保育施設情報 

幼稚園・・・10 園 

 3 歳から就学前の幼児を対象に、教育（保育）時間は、一日 4 時間を標準とし、それぞれの教育

理念のもとに特色ある教育（保育）をしています。 

※保育料等の詳細は、各幼稚園に直接お問い合わせください。 

 

私立保育園・・・３６園 

0 歳児から 5 歳児までの施設（園により異なるが、 

0～2 歳児のみの施設及び、1 歳児からの施設あり） 
 

保育園により、保育理念等は異なり独自性を大切に 

保育しています。 

※保育料以外での、実費徴収等がある場合があります。 

※3 歳以上児の、主食については各園にお問い合わせ 

ください。 

 

 

公立保育園・・・ 7 園 

0 歳児から 5 歳児までの施設 

（1 歳児からの施設もあり） 
  

保育理念・基本方針・保育目標は全園統一しながらも

各保育園で独自に保育に取り組んでいます。 

※保育料以外での、実費徴収等がある場合があります。 

※3 歳以上児は、主食費 1000 円。 

保護者会費の徴収があります。 

 

 

小規模保育施設・・・１１施設 

0 歳から 2 歳児までの施設で、定員が 19 名以下 

マンションや一般の住居を利用し、一定の基準を満たし保育をしています。 

（A 型）基準上の保育従事者は、全員保育士資格あります。10 施設 

（B 型）基準上の保育従事者の 2 分の 1 は保育士資格を有し、残りの半数

は、研修を受講した子育て支援員等で保育にあたります。 

保育理念等は異なり、家庭的な保育を実施しています。 

※保育料は、市が決定した金額を直接施設へ支払います。保育料以外での実

費徴収等があります。 

 

事業所内保育施設・・・2 施設 

0 歳から 2 歳児までの施設で、 

定員が 19 名以下 

企業が設置する施設で、従業員の

児童と併せて地域の児童を一定数預

かる保育施設です。 

その他小規模保育施設に準じます。 

 

戸田市の認可外保育施設情報 

戸田市の幼児教育施設情報 

よろしく 

お願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 カット 

戸田市では平成 31 年 4 月より「保育コンシェルジュ」を配置し、保育士の専門性を活かしてお子さんの預け

先や育児の相談等をお受けし、さまざまな保育サービスの情報提供を行っています。「公立保育園と私立保育園っ

てどう違うの?」「子育て中だけど少し自分の時間をとってリフレッシュしたいけど、どんなサービスが受けられ

るの? 」等、保護者の皆さんが安心して子育て出来るよう応援していきます。 

また、保育業務に携わる方々からのご相談も行っております。ご来庁やお電話での相談等もお受けしております

ので、お気軽にお問い合わせください。（tel 048-443-5611） 

先ずは、保護者の方がお子さんを連れての、入園希望園の見学をお勧めしています。 

※希望施設へは、事前に予約連絡を入れてください。 

<保育施設見学ポイント> 

〇どんな保育(保育理念・保育内容等)を大切にしているの? 

〇保育者の子どもたちとのかかわり方はどうかな。 

〇子どもたちはイキイキと遊びを楽しんでいるかな。         

〇園舎等の環境は、整理・整頓されているか。     等 

質問や疑問に思うことは遠慮せずに相談してください。 

※保護者の方の送迎ルートも大きなポイントの一つになります。 

入所の申し込みは… 

入所希望月の前月の 10 日が締め切りとなります。なお、10 日が土・日・祝日の場合は、原則直前の

開庁日（金曜日）が締め切りとなります。 

※年末年始(12 月 29 日～1 月 3 日)は含まれません。※２月・3 月の入所はありません。 

一時保育事業：１２園 

週 3 日程度の就労・急

病人の看護・通院・育児

疲れ解消等、一時的に

保育が出来ない場合に

日中お子さんをお預か

りしています。 

病児・病後児保育：3 施設 

お子さんが病気または病気

回復期のため集団生活が困

難で保護者の勤務の都合で

家庭にて保育できないとき

に、日中お子さんをお預か

りしています。 

休日保育：1 園 

休日に保護者の就

労等で保育の必要

性があるお子さん

をお預かりしてい

ます。 

※左記事業につい

ては、事前に申し込

み等が必要となり

ます。詳細は、保育

幼稚園室又は各事

業の実施園にお問

い合わせください。 

その他の事業として… 

◎とだファミリー・サポート・センター(ファミサポ)：育児の援助を行いたい人(協力会員)と、受けたい人 

(依頼会員)が会員となって育児の支援活動を行う組織です。 

主なサポート内容としては、保育施設の保育開始時間まで及び保育終了後の預かりや習い事の送迎などです。 

※原則協力会員の自宅で行います。 

そろそろ入所

の準備をしよ

うかな? 

保 育 コンシェルジュ 便 り 
 

戸田市保育幼稚園室発行 第 2 号 ２０１９．６．１５ 



 
 

 

戸田市保育幼稚園室発行 第３号 ２０１９．8 月 

戸田市では「保育コンシェルジュ」による子育て相談や保育サービスの情報提供を行っております。   

「子育ての悩みを聞いてほしい」「保育園に入れなかったらどうしよう」等、悩みや不安に寄り添い子育てを 

応援させて頂きます。また、保育業務に携わる方のご相談もお受けしています。ぜひ、一度ご来庁ください。 

また、お電話での相談等も受け付けておりますのでご利用ください。（℡０４８－４４３－５６１１） 
 

 

  “よく話には聞くけど、うちの子も対象かしら？” 

「幼児教育・保育の無償化」は、3 歳から 5 歳までのすべての子どもの幼稚園、保育園、認定こども

園等の利用料(保育料)を無償とするほか、幼稚園預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業など、

保育に関するサービスの費用についても対象としています。2019 年 10 月から実施される「幼児教

育・保育の無償化」の概要についてお知らせします。 

① 幼稚園を利用する子ども（子ども・子育て支援制度の対象とならない従来の幼稚園） 

戸田市内の幼稚園は、すべてこの対象です。月額上限 25,700 円となります。 

幼稚園については学校教育法上、満３歳から無償化の対象となります。 

なお、幼稚園の預かり保育については、保育所との公平性の観点から満３歳となった翌年度(４

月)年少クラスから月額最大 11,300 円までの範囲（ただし日額上限４５０円）で無償化の対

象となります。市民税非課税世帯の満３歳児クラスは、月額上限 16,300 円となります。 

預かり保育の無償化は、保育の必要性の認定が必要です。 

② 保育所、認定こども園等を利用する子ども 

 原則、小学校就学前の 3 年間を無償化の対象としています。 

０～２歳児：上記の施設を利用する住民税非課税世帯を対象として無償化されます。 

※戸田市においては、既に市民税非課税世帯は保育料を無償にしています。 

③ 認可外保育施設等を利用する子ども 

３～５歳：保育の必要性があると認定され、認可保育所等を利用出来ない子どもの場合認可保

育所の全国平均額(月額 37,000 円)までの利用料が無償化されます。 

0～２歳：保育の必要性があると認定され、認可保育所等を利用できない市民税非課税世帯の

子どもを対象として、月額 42,000 円までの利用料が無償化されます。 

※認可保育施設のほか、一時預かり事業、病児保育事業及びファミリー・サポート・センター

事業を対象としています。上限額の範囲内で複数サービスの利用も可能です。 

 

【注意事項】 

〇実費徴収される費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)や延長保育料などは、無償化の対象外

です。 

〇食材料費については、保護者が負担する考え方が維持されますので、主食費・副食費ともに実

費徴収される費用になります。保育所利用の方（２号認定）については、これまで主食費のみ

を各施設から徴収されていましたが、無償化実施後は、主食費・副食費が徴収されることにな

ります。 

※上記内容は、国の「幼児教育無償化の制度の具体化に向けた方針の概要」の資料などから作成した

ものです。無償化の対象には詳細の条件がある場合や今後内容等変更となる可能性もあります。 

   2019 年 10 月から実施される「幼児教育・保育の無償化」について   

保育コンシェルジュ便り 
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（注1） 幼稚園の預かり保育や認可外保育施設を利用している場合、無償化の対象とな

るためには、保育の必要性の認定事由に該当することが必要となる。 

 

 

 

 

（注２）上記のうち認可外保育施設及びベビーシッターについては、認可外保育施設の届出をし、指導監督の基準    

   を満たすものに限る（ただし、５年間の経過措置として、指導監督の基準を満たしていない場合でも無償化の対

象とする猶予期間を設ける）。 

（※）地域型保育も対象。また、企業主導型保育事業（標準的な利用料）も対象。 

 

 

 

  

 

 

3 歳～5 歳 

保育の必要性の認定 

事由に（就労等の理由によ

り、保護者が保育を困難であ

る旨の認定）該当する子

ども 

 

 

 

 

    

 

 

3 歳～5 歳 

上記以外 

 

 

利用 

利用 

利用(複数利用) 

複数利用 

保育園、認定こども園、障害児通園施設 

（※） 

幼稚園・幼稚園の預かり保育 

市民税非課税世帯の満 3 歳児クラスの上限 1,63 万円 

認可外保育施設、ベビーシッターなど 

(一般にいう認可外保育施設、自治体の認証保育施設など) 

幼稚園、保育所、 

認定こども園 

障害児通園施設 

幼稚園保育料の無償化 
(月 2.57 万円まで)に加え月 1.13

万円(月 3.7 万円との差額)まで無償 

月 3.7 万円まで

無償 

ともに無償 

(幼稚園は月 2.57 万円まで) 

利用 

複数利用 

幼稚園、認定こども園 

障害児通園施設 

幼稚園、 

認定こども園 

障害児通園 

施設 

ともに無償 

(幼稚園は月 2.57 万円まで) 

無償 

無償 

(幼稚園は月 2.57 万円まで) 

 
住民税非課税世帯については、0 歳～2 歳児についても上記と同様の考え方により無償化の対象となる。 

この場合月 4.2 万円まで無償。 



保育コンシェルジュ便り 
 

戸田市保育幼稚園室発行  第４号 ２０１９．１０月 

戸田市保育幼稚園室では平成３１年４月より保育コンシェルジュを配置し、子育てや入所に関する相談、保

育業務に携わる方々からの相談等に個別に対応しじっくり向き合い、少しでも不安や心配ごと等が解消され

るよう努めてきました。これからも、様々なニーズに寄り添い、皆様のお役に立てるよう支援させて頂きます

ので、是非利用ください。お電話での相談も受け付けております。℡０４８－４４３－５６１１ 

令和２年度保育所新規入所申し込みについて 

〇書類配布期間    ・令和２年度「保育施設等入所のてびき」の配布 
１1 月 １日（金曜日）から       （「利用申込書、支給認定申請書」等の申込書類の配布） 

                     ・配布場所：市役所保育幼稚園室・戸田公園駅前出張所・美笹支所 

各保育園  

                        ※市ホームページからダウンロードできる書類もあります。 

  

〇4 月 1 次受付期間           ・受付場所：市役所 5 階 大会議室 

11 月 22 日（金曜日）から     ・受付時間：【平日】午前９時から午後４時３０分 

（水曜日は保育幼稚園室にて午後６時 30 分まで延長） 

１2 月 ３日（火曜日）まで       ※土日は除く。但し令和元年 12 月 1 日（日）は申込受付を実施 

                            受付時間： 午前９時から午後４時３０分 

   ※郵送・ＦＡX での受け付けは行っていません。 

                      ※書類に不備があると受け付けができない場合があります。      

 ※混雑の為、お待ちいただくことがあります。 

 

  〇通知               ・申請者全員に「内定通知書」又は「利用保留通知書」が届きます。                 

   2 月上旬  発送予定        ※入所決定までの期間中に、住所・連絡先・就労状況・希望施設 

の変更等が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。 

※2 次の受付期間については、11 月 1 日発行「令和 2 年度 保育施設等入所のてびき」をご覧ください。 

１次受付で利用保留通知書が届いたら、２次の受付期間で希望園の追加をすることが可能です。                

受付場所：戸田市役所保育幼稚園室 

 

保育所等新規利用申込説明会：令和元年１１月３日（日）市役所５階大会議室                                 

① AM９:３０～  ② AM１１:００～ ③ PM2:00～ 

 

お子さんが楽しく笑顔で過ごせる園はどこかな?  ＝施設見学をしてみましょう！＝ 

入所申し込みをする前に、お子さんと一緒に希望施設の見学をお勧めします。 

          見学ポイント ◎どんな保育（保育理念・内容）をしているのかな。 

                 ◎子どもたちは、笑顔で楽しそうに遊んでいるかな。 

                 ◎保育をしている人の表情は？明るく優しく関わっているかな。  

                 ◎部屋の中が整理整頓され、掃除は行き届いているかな。 等 

                       ※質問や疑問を整理しておくと良いです。 

 

入所案内や空き状況・各保育施設情報は、市ホームページでもご覧いただけますので、ご利用ください。 

 

 

 

                   

 



 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸田市の保育施設利用するにあたり… Q＆A 

皆様からたくさんのご質問をいただいております。中でも多かったのが「入所」に関する   

ご相談でした。今回はその中でも最も多く頂いた質問や疑問にお答えしたいと思います。 

A：【幼稚園は学校教育施設】 

・就学前までの児童の教育の基礎を

培うための施設です。利用時間は昼

過ぎ頃までの教育時間に加え、園に

よっては午後や土曜日、夏休み中な

どの長期休業中の預かり保育など

を実施しています。 

【保育園は児童福祉施設】 

・就労などのため家庭で保育が出来

ない保護者に変わって保育をする

施設です。保育所入所には、一定の

要件があります。 

利用時間はそれぞれの事由により

異なります。 

A：【公立】保育理念・基本方針・

保育目標等各園統一されて

おり、保育内容・行事等に大

きな違いはありません。 

職員構成も多様でバランス

よく配置されています。 

個人の負担金は給食・副食

費以外は殆ど不要です。 

 

A：今一度希望施設を見直して

みる、又は入所が決まった

施設に入った後、通園が難

しい等支障があれば、転園

希望を提出して入所を待

つということになります。 

その他、一時保育や他の

サービスを利用しながら入

所を待つことも考えられま

す。 

   

Ａ：転入要件として、転入に関

する誓約書（入所月の前月末

までに転入すること）や売

買・賃貸契約書（戸田市に転

入することがわかる書類）の

写し等、通常申し込み以外の

書類が必要です。 

申し込み窓口は戸田市で

はなく、申し込み時にお住ま

いの自治体となります。 

【施設を選ぶにあたり、とても大切なことは…】 

大切なお子さんが日々楽しく“いきいき”と生活できる場をいかに選択するか、 

また保護者の方が毎日の送迎等スムーズに行うことができる環境なのか等、後悔しない 

ための施設選びにあたって、見た目に惑わされることなく、時間に余裕を持ち施設見学

等十分に行い、慎重に選びましょう。 

【私立】保育理念・基本方針・ 

保育目標等独自性がありま

す。保育内容や行事について

も各園異なります。保育料 

以外にも教材費等の実費徴

収があります。 

 

【小規模】申請は保育幼稚園室にて受付。市による利用調整

を経た上、各事業所の設置者と保護者が直接契約をします。

設置基準をクリアしており、保育料等は公立・私立に準じて

います。※地域型保育事業の一つで、0 歳から 3 歳未満児

を対象としています。 

Ｑ：保育所でも公立と私立・小規模等があるけど何が 

違うの? 

 

Q：現在市外に居住、転入

予定で申し込みでき

ますか？ 

Ｑ：希望施設に入れない

時、どうしたらいい

の？ 

 

Ｑ：仕事をしていないと、保育

施設等の申し込みはできま

せんか？ 

Ａ：「求職中」の要件で、申し込み 

ができます。また、就職先が内

定している場合は「内定」要件

での利用調整となります。 

なお、求職中・内定の状態で

入所が決定した場合、入所日か

ら２か月間の期限付きとなり、

入所月翌月の 15 日までに勤務

証明書の提出が必要となりま

す。 

『保育施設等入所申し込みに向けてのワンポイントアドバイス』 

Q：幼稚園と保育所の違いは? 

 

 

 



 

保育コンシェルジュ便り 
 

戸田市保育幼稚園室発行  第５号 ２０２０．1 月 

戸田市では「保育コンシェルジュ」による子育て相談や保育施設利用にあたっての保育サービスの

情報提供、また保育業務に携わる方のご相談もお受けしています。ぜひ、一度ご来庁ください。 

お電話での相談等も受け付けておりますのでご利用ください。（TEL０４８－４４３－５６１１） 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和元年 11 月 22 日（金）～令和元年 12 月 3 日（火）の間に受付を行った令和 2 年４月利用 

申し込み受付数（１次利用調整）は、７６４人でした。利用調整結果については、２月上旬に申し込み者

全員に通知します。入所が内定した方には『内定通知』、入所できない方には『保留通知』を送付します。 

※申し込み後、家庭状況や勤務状況等に変更が生じた場合は、速やかに保育幼稚園室へご連絡ください。 

年  齢 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合  計 

受入予定人数（公立・私立）※１ 317 名 286 名 106 名 115 名 63 名 148 名 1,035 名 

受入予定人数（小規模・事業所内） ※１ 46 名 37 名 5 名    ８８名 

一次受付人数      ※2  255 名 340 名 107 名 44 名 16 名 2 名 764 名 

※１ 令和元年 10 月 1 日現在の入所状況から予定される受入予定人数    

※2 受付締切時点（市外在住者除く）の情報 

 

 

〇受付期間：令和 2 年 1 月６日（月）～令和 2 年２月１０日（月） 

〇受付場所：戸田市保育幼稚園室 窓口 

〇受付時間：午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く。ただし、2 月 2 日（日）は受付いたします。） 

〇対象児童：・令和 2 年 4 月 1 次利用申し込みをされていない方 

      ・1 次利用申し込みをして、希望園を変更されたい方 

      

 

内 定   面 接   説明会   入 所 

●内 定…内定した方には、『内定通知』を送付します。(４月入所のみ)         

●面 接…内定した保育施設等で児童面接(平日・日中)を受けていただきます。 

    なお、児童面接の結果集団保育に適さないと判断された場合には、入所内定が取り消しと 

なることがありますので、あらかじめご了承ください。 

●説明会…各保育施設で実施します。(４月入所のみ)※年度途中の入所内定者は、個別でご説明します。 

●入 所…『保育施設等利用決定通知書』を送付します。 

   ※入所当初は、集団生活に慣れるまで「ならし保育」を実施いたしますので、ご協力ください。 

『保育コンシェルジュ』をご活用ください！直通 ℡４４３-５６１１（※事前予約をお勧めします。） 

日時：月曜日～金曜日 ９時～１２時 １３時～１７時（正午～１３時、土・日・祝日、年末年始を除く。） 

    ※毎月第一日曜日の開庁日も予約の方のみ、ご相談等受け付けております。 

保育に関する専門的知識を有する保育コンシェルジュが、個別に相談に応じ情報提供等行っております。 

 



子育て応援団情報  “遊ぼう！学ぼう！行ってみよう！”  
戸田市内には、室内にて親子で遊べるキッズスペースや少し年齢が大きめのお子さん向け遊び 

スペース・学習の場がたくさんあります。ぜひ、一度遊びに行ってみてはいかがでしょうか。 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

就学前のお子さんとその保護者を対象にした子育て 

サロン、『屋根のある公園』と考えてください。 

場 所：いきいきタウンとだ 2 階 

    喜沢南２－５－２３ 

時 間：午前 10 時～午後 2 時(土日・年末年始除く) 

問合せ：いきいきタウンとだ ℡４３２－１５００ 

※飲食可。ごみは各自お持ち帰りください。 

子どもからお年寄り、外国人など多様な文化を

持った市民の交流の場です。乳幼児用プレイルー

ムがあり、小さいお子さんも安心して遊べます。 

場 所：新曽南庁舎１・２階  

時 間：午前８時 30 分～午後 9 時 

休館日：第 1・3・5 月曜日(祝日除く) 

年末年始 

問合せ：℡２２９－１０６１ 

各公民間では、親子で楽しめる講座、３Ｂ体操・読み

聞かせ・料理・フラワーアレンジメント・ベビー体操等

の講座を開いています。 

※詳細は、「広報戸田市」に掲載します。  

問合せ：各公民館まで 

子どもから高齢者まで気軽に集え、交流や

市民活動、学習など多目的に利用できる施設

です。 

場 所：上戸田２－２１－１ 

時 間：午前 9 時～午後 9 時 30 分 

   ※キッズスペースは午後 7 時まで 

休館日：第 3 月曜日(祝日除く)・年末年始 

問合せ：℡２２９－３１３３ 
乳幼児から１８歳以下の子どもがいつでも自由に

利用できる施設です。乳幼児対象の年齢別子育て支

援事業、自由に交流できる子育て広場他、音楽イベン

トや絵本の読み聞かせ等があります。アドバイザー

と気軽にお話しできる“このゆびとまれ”は妊婦さ

んも参加できます。育児等に関する相談は随時受け

付けています。 

休館日：第１月曜日(祝日除く)・年末年始 

場 所：笹目２－１９－１４ 

問合せ：℡４２２－１０３３ 

彩湖のほとりにある荒川の自然と防災について 

学べる博物館です。荒川の生き物について紹介する 

展示、親子や子供向けの講座を開催しています。 

休館日：第２・４・５月曜日(その日が祝日は除く) 

    毎月末(土・日・祝日は除く)     

年末年始 

場 所：大字内谷２８８７      

問合せ：℡４２２－９９９１ 

乳幼児から中高生までの世代が自由に 

のびのび過ごすことができる施設です。 

屋内には砂場や軽体育室・スタジオなどがあ

り、屋外には児童・幼児用プールなどがありま

す。講座やイベント、子育て世代対象の子育て

支援事業も行っています。 

休館日：第３水曜日（祝日除く）・年末年始 

場 所：本町１－１７－１ 

問合せ：℡４４３－２３８７ 

公立保育園では、地域の皆さんとの交流

のために、様々な遊びやミニ運動会などの

行事を開催しています。 

※詳細は、チラシ『にじ』をご覧ください。 

問合せ：各保育園まで 

改修工事のため、図書館本館と郷土博物館は２０２０年３月まで休館しています。  

 

 

 



 
戸田市保育幼稚園室発行  第６号 ２０２０．３月 

戸田市保育幼稚園室では平成３１年４月より『保育コンシェルジュ』を配置し、主に子育てに関する悩み事

や保育施設入所・入所後に関する様々な相談や保育業務に携わる方々からの相談等に個別に対応させて頂きま

した。これからも、様々なニーズに寄り添い、皆様のお役に立てるよう支援させて頂きますので、是非ご利用

ください。お電話での相談も受け付けております。℡ ０４８－４４３－５６１１（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度５月以降 

入所希望をされる方へ 

保育に関する専門的知識を有する保育コン

シェルジュが個別に対応しております。 

そのため、予約の方を優先させていただきま

す。待ち時間なく対応した者とゆっくりお話し

していただくためにも、事前に予約を入れてい

ただくことをお勧めします。 

〇連 絡 先：℡ 048-443-5611（直通） 

〇受付時間：午前 9 時～午後 5 時 

（正午～午後 1 時、日曜開庁窓口以外の土・

日・祝日、年末年始の休業日を除く。） 

〇相談時間：一人３０分程度 

 ※相談内容によっては、時間を延長すること

も可能です。 

         

入所は毎月 1 日付けとなります。（慣らし保育

があります。）月途中の入所はできません。 

毎月の入所希望月については、申し込み書類 

受付期間がありますので、保育幼稚園室又は 

『保育施設等入所のてびき』をご確認のうえ、 

必要書類を揃え、保育幼稚園室にご提出くだ 

さい。 

〇受付：月曜日～金曜日 

     午前８時３０分～午後５時１５分 

（水曜日は午後７時まで） 

※日曜開庁窓口以外の土・日・祝日及び年末 

年始の休業日を除く。 

※２月・３月の入所はありません。 

※郵送での申し込みはできません。 

戸田市内保育施設等の入所に 

関する情報について 

 

 

 

 

新設園情報 

令和 2 年度 4 月開設       

 

保育コンシェルジュ便り 
 

 

 

戸田市指定家庭保育室（２園）が令和２年 

４月より小規模保育事業施設（蕨市）に移行

します。 

・こまどり保育室 

・えなぎ保育室 

 

 

・入所内定指数表 

・保留状況（令和２年４月分は４月１日公開予定です。） 

・空き状況(認可・小規模 等)  

※保育施設の情報が見たいときは、 

市ホームページをご確認ください。 

 

 

 

 

小規模保育施設に移行予定 

 

【園名】アロウラ保育園 

【定員】60 名    【対象】0～5 歳児 

 

裏面には、『保育施設等の入所申し込み（年度途中 

５月～１月入所）の流れについて…』を記載してお

りますので、ご覧ください。 

 

 

 

 

保育コンシェルジュ 

相談予約について 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

『保育施設等の入所申し込み（年度途中５月～１月入所）の流れについて…』 

令和元年度中に相談窓口に来られた方からのご相談の多くが、入所や入所手続きに関するご相談でした。

“保育コンシェルジュ便り４号”でもお知らせしてまいりましたが、更に多くの質問がありましたので、    

引き続き第 2 弾としてお知らせ致します。 

 

 【ステップ 1】入所要件の確認をしましょう。※「集団生活を経験させたい！」等だけでは該当しません。 

◎児童の保護者及び同居の親族が… 

・常時仕事をしている場合：昼休みを除く実労働時間が月 64 時間以上であること。 

・病気や負傷、その他心身に障がいがある場合：治療期間のみ入所可。 

・就学中の場合：職業訓練校等における職業訓練を含む。 

・求職活動中である場合（起業準備含む）：入所月翌月の 15 日までに就職した証明書を提出することが条件。 

・育児休業中の場合：入所月中に復帰し、入所月翌月の 15 日までに復帰した証明書を提出することが条件。等 

◎児童の母親が… 

・出産の前後である場合：産前６週開始日を含む月の１日から産後８週終了日の翌日を含む月の末日まで入所可。 

 
【ステップ 2】保育施設を探しましょう。 

・公立保育園 

・私立保育園       

・小規模保育施設 

・事業所内保育施設 

・認可外保育施設 

※施設により申し込み方法が異なります。 

【ステップ３】申し込み先を確認しましょう。 

・認可保育所（公立・私立・小規模保育施設）の場合は、 

戸田市役所保育幼稚園室での申し込みです。 

・認可外保育所（家庭保育室等）の場合は、各施設に直接 

申し込みとなります。 

※事業所内保育施設は、認可又は認可外の園があるので 

ご注意ください。 

【ステップ４】申し込み書類を揃えましょう。 

※保育幼稚園室窓口・戸田公園駅前行政センター・美笹支所で入手できます。 

なお、公式ホームページから入手できる書類もありますのでご覧ください。             

◎全員必要書類：「令和２年度保育施設等入所のてびき」に必要書類が入っています。 

・保育施設等利用申込書、教育・保育給付認定申請書（認定を受けていない児童のみ）、家庭の状況届出書 

◎その他の書類：下記の状況に該当する方は、その状況がわかる書類も必要となります。 

・就労している人・育児休業中の人・病気のある人・学生・出産予定の人・転入される人・認可外保育施設利用の

人・生活保護の人 等 

【ステップ５】申し込みをしましょう。 

・揃えた書類を直接保育幼稚園室に持参してください。 

・締め切りは入所希望月の前月１０日までです。 

※土日等は、締切日が前倒しになるので、ご確認を！ 

※２月・３月の入所はありません。 

 

【ステップ６】入所内定を待ちましょう。 

・支給認定証は、申し込みをした人全員に送付。 

・入所が内定した人には入所前月 20 日までに 

電話連絡いたします。 

※電話がない場合は、希望月の入所保留となり 

ます。 

・入所ができなかった人には 

「保育施設等利用保留通知書」が 

届きます。 

※有効期限は年度いっぱいです。 

大切に保管してください。 

【ステップ７】入所決定後の手続きをしましょう。 

・内定保育施設にて、個人面接を受けます。（平日・日中） 

・各保育施設にて、入所に関する説明をします。 

・「保育施設等利用決定通知書」が送付されます。 

・入所当初は、「ならし保育」となります。 

お子さんは勿論のこと、保護者の皆様方にとっても充実した楽しい園生活を過ごして頂くために、慎重に施設選びをしましょう！ 


	保育コンシェルジュ　創刊号
	保育コンシェルジュ　2号
	保育コンシェルジュ　3号
	保育コンシェルジュ　4号
	保育コンシェルジュ　5号
	保育コンシェルジュ　6号

