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保育認定について 

「子ども・子育て支援新制度」では、和歌山市立幼稚園、保育所、認定こども園の利用を希望する場合は、

「教育・保育給付認定」を受けていただくことが必要です。「教育・保育給付認定」には児童の年齢や保護者の

状況に応じた３つの区分があり、 区分により利用できる施設が異なります。 

３つの認定区分 

 

施設の概要 

 幼 稚 園・・・・・小学校以降の教育の基礎をつくるため幼児期の教育を行います。 

 保 育 所・・・・・保護者が仕事や病気のため児童を保育できない場合に、保護者に代わって保育を行い 

               ます。小学校入学準備や集団生活を体験させるため等の理由では利用できません。 

 認定こども園 ・・・・・幼稚園と保育所の機能をあわせもち教育と保育を一体的に行います。保護者の就労の 

              状況に関わりなく、園児は教育・保育を一緒に受けます。 

保育認定の事由 

保育所、認定こども園（保育部分）を利用するには、保育認定（２号認定・３号認定）を受けていることが必要 

です。保育認定を受けるのは、保護者のいずれもが、次の保育を必要とする事由のどれかに該当しているため、

保育できない場合に限られます。「下の子の世話をするため」「集団生活に慣れるため」「近所に友達がいない

ため」「保育所に慣れているので続けたい」等は保育認定の理由とはなりません。 

（1）１か月に４８時間以上就労している。 

 （2）妊娠中または出産後間がない。 

 （3）保護者が疾病、負傷、または障害を有している。 

 （4）同居の親族（長期間入院等をしている親族を含む。）を常時介護又は看護をしている。 

 （5）震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている。 

 （6）求職活動（起業準備を含む。）を継続的に行っている。 

 （7）就学（職業訓練校等における職業訓練を含む。通信教育は除く。）している。 

 （8）虐待やＤＶのおそれがある。 

 （9）育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である。 

 

保育必要量（施設利用時間）の認定 

保育認定では更に保育施設を利用できる時間「保育必要量」の認定を行います。 

保育を必要とする事由やその状況により次の２つの利用時間に区分されます。 

保 育 短 時 間 １日最長 ８時間までの保育（パートタイム就労を想定した利用時間） 

保育標準時間 １日最長１１時間までの保育（フルタイム就労を想定した利用時間） 

   認定された保育必要量の時間内で施設を利用することができます。 

短時間・標準時間の時間帯の設定は施設が行います。施設が設定した時間帯以外に施設を利用する時

間は、「延長保育時間」となり、延長保育料が必要となります。 

 
 
 

教育・保育給付認定区分 対象となる子ども 利用できる施設 

教育標準時間認定 
（１号認定） 

満３歳以上で教育を必要とする子ども 
幼稚園 

認定こども園（教育部分） 

満３歳以上・保育認定 
（２号認定） 

満３歳以上で保育を必要とする子ども 
保
育
必
要
量 

標準時間 

（11 時間） 保育所 

認定こども園（保育部分） 満３歳未満・保育認定 
（３号認定） 

３歳未満で保育を必要とする子ども 
短時間 

（8 時間） 



 
【例】7 時開園、19 時閉園の保育所 短時間帯 8 時～16 時、標準時間帯 7 時～18 時の場合 

 ※施設により、開（閉）園時間、保育時間が異なります。延長保育を実施していない園もあります。 

 ※「保育標準時間」に該当する場合でも「保育短時間」の認定に変更することはできますが、 「保育短時間」 

  に該当する場合は「保育標準時間」に変更できません。 

 

保育認定の有効期間 

  原則、２号認定は小学校就学まで、３号認定は満３歳の誕生日の前々日までが認定の有効期間です。 

  ただし、保育の必要性がなくなった場合は、その時点までとなります。 

   「妊娠・出産」は産後２か月まで、「求職活動」は３か月と期間が制限されています。 

   ◆３号認定の児童が３歳になるときは、２号認定に変更した支給認定証を交付します。申請等の手続は 

    は必要ありません。 

【 保育を必要とする事由・保育必要量・認定有効期間 】 

保育を必要とする事由 保 育 必 要 量  認 定 有 効 期 間  

１ 就労 
標準時間 月１２０時間以上の就労 小学校就学まで 

（保育の必要性がなくなったとき
はその時点まで） 短時間 月４８～１２０時間未満の就労 

２ 妊娠・出産 標準時間 

出産月と前後２か月の最長５か

月（期間終了後は退所となりま

す。） 

３ 保護者の疾病、障害 標準時間／短時間 治療に必要な期間 

４ 同居親族の介護・看護 標準時間／短時間 介護・看護に必要な期間 

５ 災害復旧 標準時間 必要な期間 

６ 求職活動 短時間 
３か月（期間内に就労しない場

合は退所となります。） 

７ 就学 標準時間／短時間 卒業（修了）まで 

８ 
虐待やＤＶのおそれが
あること 

標準時間 必要な期間 

９ 
育児休業取得中の 
継続利用 

短時間 

育児休業対象児童が１歳になる

まで（最長１歳になる年度の末日

まで） 

   

施設利用申込について 

基本的に年齢別のクラスで保育をします。申込年度の４月１日現在の年齢でクラスが決まります。 

 令和５年度 年齢別クラス  お子さんのクラスをご確認ください。 

クラス 生 年 月 日 

０歳児 令和４年４月２日～     

１歳児 令和３年４月２日～令和４年４月１日 

２歳児 令和２年４月２日～令和３年４月１日 

３歳児 平成３１年４月２日～令和２年４月１日 

４歳児 平成３０年４月２日～平成３１年４月１日 

５歳児 平成２９年４月２日～平成３０年４月１日 

7:00   8:00                             16:00       18:00   19:00  

延長 
保育 

保育短時間（８時間）  延長保育 
 

保育標準時間（11 時間） 
延長
保育 

7 時～8 時、16 時～19 時が 
延長保育時間 

18 時～19 時が延長保育時間 



●利用申込の手続・ながれ 
 
申込の要件   ◆保護者及び児童が和歌山市民であること。 

              （申込時点で市民でない方は、利用開始日までに住民異動ができること。） 

           ◆保育を必要とする事由に該当すること。           

   面接による家庭調査を行いますので、郵送での申込は受け付けていません。  

   家庭事情に詳しい方（父、母等）がお越しください。  

令和５年４月利用希望申込 

●受付期間  令和４年１１月８日（火）～１２月２日（金） 

●受付時間  ８時３０分～１７時１５分 

●受付場所  市役所東庁舎２階  保育こども園課  

 

   

 

 

 

 
 

令和５年５月以降利用希望申込 

●受付期間  施設の利用開始日は毎月１日です。利用希望月の前々月１６日～前月 

１５日の間が受付期間です。（１６日が土・日・祝日の場合はその直後の

平日、１５日が土・日・祝日の場合はその直前の平日。） 

                    令和５年度 各月申込受付期間   

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

利用希望月 受付期間 利用希望月 受付期間 

５月 ３月１６日～４月１４日    １１月 ９月１９日～１０月１３日 
６月 ４月１７日～５月１５日    １２月 １０月１６日～１１月１５日 
７月 ５月１６日～６月１５日 令和６年１月 １１月１６日～１２月１５日 

  ８月 ６月１６日～７月１４日     ２月 １２月１８日～ １月１５日 
９月 ７月１８日～８月１５日     ３月  １月１６日～ ２月１５日 

 １０月 ８月１６日～９月１５日  

教育・保育給付認定申請 

保育利用申込 

結果の通知 

 
支給認定証の
送     付 

※利用調整について 

毎月１５日の申込締切後、保護者の就労状況や家庭状況等から保育の必要性の高さによって利用調整を行い

ます。保育施設の空き状況については和歌山市ＨＰに掲載していますので、ご参照ください。 

 結果は、令和５年２月中旬までに文書で通知します。 

利用内定の方・・・内定通知と支給認定証を送付します。 

利用保留の方・・・保留通知と支給認定証を送付します。 

（保留通知は原則 1 度の送付となります。） 利用調整申込は令和５年度中有効です

ので、５月以降、毎月利用調整を行い、内定した場合に連絡します。 

教育・保育給付認定申請 

保育利用申込 

認定・利用調整※ 

 結果は、利用開始月の前月２５日頃までに通知します。 

利用内定の方・・・電話で連絡します。（支給認定証は施設を通じて配布します。） 

利用保留の方・・・保留通知と支給認定証を送付します。 

（保留通知は原則 1 度の送付となります。） 利用調整申込は令和５年度中有効ですの

で、翌月以降、毎月※利用調整を行い、内定した場合に連絡します。  
※保留（待機）中に教育・保育給付認定の有効期間が切れる場合は、利用調整の対象外となります。 

●受付時間  ８時３０分～１７時１５分 

●受付場所  市役所東庁舎２階  保育こども園課  

結果の通知 

 

支給認定証の 

送     付 

◆育児休業からの復職の場合は、慣らし保育のため復職月の１か月前から利用申込可能です。

（８月１日復職の場合、７月１日から利用申込可能です。６月１５日までに申し込んでください。） 

認定・利用調整※ 

初日はたいへん混み

合います。先着順で

はありませんので、

初日を避けて期間内

にお申込ください。 



●申込に必要な書類   （１）（２）の書類は子ども 1 人に１枚、（３）（４）は申込児童数のコピーが必要です。              

 （１） 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書、保育利用調整申込書 

 （２） 発達状況表 

 （３） 保育の利用を必要とする証明書 

    証明書類は父母それぞれに必要です。父母ともに就労の理由であれば、それぞれの就労証明（申告）書が必要です。  

 （４） その他の書類  次に該当する方は、以下の書類もご用意ください。 

令和４年１月２日以降に和歌山市へ転入

した方 

前住所地の令和４年度市町村民税課税（非課税）書類（写し） 

令和５年１月２日以降に和歌山市へ転入

した方 

前住所地の令和４年度市町村民税課税（非課税）書類（写し） 

令和５年６月以降上記に加え、前住所地の令和５年度市町村民

税課税（非課税）書類（写し） 

生活保護受給世帯 生活保護受給証明書 

 同居の在宅障害児（者）がいる場合 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 

 ひとり親家庭 児童扶養手当を受給している場合、手当証書（写し） 

 （５） そのほか持参していただくもの 

母子手帳 

個人番号（マイナンバー）確認書類及び身元確認書類 

  番号確認書類・・・・①個人番号カード ②個人番号通知カード又は個人番号が記載された住民票写し 

  身元確認書類・・・・③免許証、パスポート、障害者手帳 等 のうち１点 

              ④健康保険証、医療受給者証、児童扶養手当受給者証 等 のうち２点 

  ①をお持ちの方は①のみ、①のない方は②及び③又は④をご持参ください。  

   ※上記以外にも必要な書類の提出をお願いすることがあります。  

※書類が揃っていない場合は受付できません。 

   ※不正又は虚偽が判明した場合は、保育認定ができなくなる場合があるため退所していただくことがありま

す。 

  申 込 理 由 証   明   書   類 

就 労 
会社等に勤務している方 就労証明書 

自営・自営協力、在宅勤務、内職、農業等の方 就労申告書 

妊 娠 ・ 出 産 母子手帳（表紙及び分娩（出産）予定日の記載されたページ）の写し 

保護者の疾病、障害 

身体障害者手帳等ある方 手帳及び疾病・障害申告書 

身体障害者手帳等ない方 
診断書（医師が保育を必要とする状況・治療見込期間

を記載したもの）、疾病・障害申告書 

同居している親族の 

介 護 ・ 看 護 

身体障害者手帳等ある方 
手帳及び介護・看護状況申告書 

（介護サービス利用者は）週間サービス計画表 

身体障害者手帳等ない方 

診断書（医師が保育を必要とする状況・治療見込期間

を記載したもの） 

介護・看護状況申告書 

（介護サービス利用者は）週間サービス計画表 

災 害 復 旧 り災証明書 

求 職 活 動 
申込時の提出書類はありません。利用開始後３か月以内に就労を決定し、「就労証

明書」及び「施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書」を提出してください。 

就 学 学生証（在学証明書）及び時間割 

虐待やＤＶのおそれ 配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書 



●申込についての注意事項 

①申込の前にお子さんと一緒に希望する施設を見学してください。 

施設までの所要時間を計り送り迎えが可能か、立地、設備、在園児や保育の様子を確認し、利用者負担 

  額以外の費用や保育時間等について詳しく聞いてください。 

※行事等のため対応できない場合がありますので、電話で見学の日時をご相談ください。      

②障害のある児童・特別な配慮が必要な児童の受け入れについては、集団保育が可能で、毎日通園でき 

ることを基準としていますが、障害の程度、クラスの状況、職員体制などにより受け入れできない場合があり 

ます。お子さんの健康状態、発達状況に不安がある場合は、保育こども園課までお問合せください。 

③食物アレルギーのある児童については、「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」に基づき除去食や 

  代替食での対応をしていますが、重度の場合は、お弁当を持参いただく場合もあります。施設により対応が 

  異なりますので、直接施設にお問合せください。 

④育児休業期間中の申込 

  入園月の翌月末までに復職（育休取得前の職場に戻ること。）することが必要です。復職した日から１か月

以内に復職証明書を提出してください。提出がない場合、又は復職予定日に復職していない場合は退所と

なります。 

⑤利用希望月に「就労」認定で出産予定のある方 

就労で認定されている方であっても入園後１度も就労せずに産休に入られて、出産月の２か月後に就労

に復帰しない場合は退所となります。産後休暇後、育児休業を取得する場合も、継続利用はできません。 

⑥採用（就労）内定の方の申込 

入園月の翌月末までに就労証明書記載の勤務先・条件で就労開始することが必要です。就労開始した日

から１か月以内に就労開始証明書を提出してください。提出がない場合、又は記載の就労条件で就労してい

ない場合は退所となります。 
  

●入園後の注意事項 

①慣らし保育 

   入園後しばらくの期間、新しい生活に慣れるため短い時間から徐々に保育時間を延ばしていく「慣らし保 

   育」が行われます。慣らし保育の時間・期間は、園により、また、お子さんの状況により異なるので、各施設 

でご確認ください。慣らし保育期間中も通常の利用者負担額をお支払いいただきます。 

 ②出産・育児休業 

   ・母親が妊娠・出産のため退職する場合は保育を必要とする理由がなくなるので、保育所を退所となります。

ただし、出産月から２か月後の月末までは、継続して利用できます。別の事由で施設利用を希望する場

合は改めて申請が必要です。利用調整の結果、入園できるかどうかはわかりません。 

  ・保護者が育児休業法に基づく育児休業を取得する場合 

    育児は保育を必要とする事由にはならないため、本来は退所となりますが、育児休業対象児童の１歳 

    の誕生日の属する月の末日 （最長１歳になる年度の末日まで）までは、同一施設を利用する場合に限り

継続して施設を利用できます。 

③施設の利用期間 

   施設を利用できる期間は、原則支給認定証の有効期間と同じです。 

  「求職活動」の認定の場合、認定最終月の２０日までに、就労証明書と施設型給付費等教育・保育給付認定

変更申請書の提出がなければ、認定終了のため引き続いての施設利用はできません。「妊娠・出産」の認定

の場合は出産月の２か月後の月末までです。期間終了日で認定は失効します。期間の延長はありません。 

   継続して施設の利用を希望する場合は、新規申込者と同じ申込手続きが必要ですが、継続利用できる保 

  証はありません。就労の事由で在園中に保護者が退職するなど、保育の必要性がなくなった場合は認定 

  有効期間中であっても、施設の継続利用はできません。求職する場合は、直ちに認定の変更申請をしてく 

  ださい。 



 ④退 所（園） 

  退所の際は、月末までに必ず退所届を提出してください。月途中での退所でも、利用者負担額は１か月分 

 お支払いただきます。月が変わり、退所届の提出がない場合は、当該月の利用者負担額のお支払が必要 

 です。 

次の場合も退所となります。 

   ・「求職」の事由で入園後３か月の間に、就労証明書の提出がなかったとき 

   ・「妊娠・出産」の事由で認定が失効したとき 

   ・保育を必要とする事由に該当しなくなったとき 

   ・転出するとき 

   ・正当な理由なく１か月以上登園しないとき 

⑤現況届 

   保育を必要とする状況の確認のため、年に１回「現況届」を提出していただきます。 

   未提出の場合や保育の必要性が確認できない場合は、保育認定もなくなりますので、退所となります。 

 ⑥保育を必要とする事由や家庭状況等の変更について 

   家庭状況の変更、就労先や就労時間の変更、認定事由の変更等の際は、変更届や認定の変更申請が必 

  要ですので、以下の手続を行ってください。 

   また、保育を必要とする理由がなくなったときは、保育認定もなくなりますので、退所となります。ただし、認

定こども園を利用している３歳以上児（２号認定）は、定員超過等がない限り１号認定へ変更することで引き

続き在園することが可能です。 

   書類提出先 ： 保育こども園課又は利用施設 （８は保育こども園課へ各月申込受付期間内に） 

   提出期限 ： 毎月２０日まで（２０日が土・日・祝日の場合は、その直前の平日）  

※勤務先を変更するとき、退職するときは必ず必要書類を提出し、手続きをしてください。手続きせずに、保

育の必要性に該当していないことが判明した場合、退所となります。 

※証明書類の記載内容に不正・虚偽があった場合も同様です。 

※現況届提出時まで、変更の手続きをされない方が見受けられます。悪質であると判断される場合も退所と

なりますのでご注意ください。 

 手続きが必要な場合 提出書類・留意事項等 

１ 和歌山市内の転居 変更届出書 

２ 
世帯構成（保護者）の変更  

（婚姻・離婚・祖父母との同居等） 

変更届出書 

婚姻の場合、保育を必要とする証明書が必要です。 

３ 
教育・保育給付認定区分の変更 

（２号⇒１号） 

施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書 

（認定こども園内での変更の際も必要です。） 

４ 
勤務先・勤務 

条件の変更 

保育必要量の変更なし 就労証明書、変更届出書 

保育必要量の変更有り 就労証明書、施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書 

５ 育児休業からの復職で入園したとき 
（復職後１か月以内に）復職証明書 

１か月以内の提出がない場合、復職予定月に復職していない
場合は、認定及び入園決定を取消します。 

６ 求職活動中の保護者が就職するとき 就労証明書、施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書 

７ 
保護者が 

退職するとき 

当分就労しない場合 保育所退所届出書 

求職する場合 
施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書 

３か月以内に就労証明書及び施設型給付費等教育・保育給付
認定変更申請書の提出がない場合は、退所となります。 

８ 転園したいとき 申込に必要な書類（４ページ記載） 

９ 
園の利用をやめるとき 
児童が和歌山市外へ転出するとき 

保育所退所届出書 
（認定こども園在園の場合は、直接園に申し出てください。） 



利用者負担額（保育料）について 

 

３～５歳児及び０～２歳児の市町村民税非課税世帯 

幼児教育・保育の無償化により、利用者負担額は０円となります。 

※４月１日時点の年齢です。年度途中で３歳に達しても、その年度中は幼児教育・保育の無償化の対象外です（市

町村民税非課税世帯を除く）。 

 

０～２歳児（市町村民税非課税世帯を除く） 

利用者負担額は、施設を利用する児童と生計を同一にする父母（又は祖父母等）の市町村民税額の合計 

 額で決まります。 毎年９月が利用者負担額の切り替え時期です。 

 

 

 

       

   和歌山市保育所・認定こども園（保育部分） 利用者負担額表（月額）       令和４年１０月１日現在 

階層 定            義 
金額 

標準時間 短時間 

Ａ 生活保護世帯等 0 円 0 円 

Ｂ１ 
市町村民税非課税 

ひとり親世帯等 0 円 0 円 

Ｂ 上記以外 0 円 0 円 

Ｃ１ 市町村民税 

均等割のみ課税 

ひとり親世帯等 4,500 円 4,500 円 

Ｃ２ 上記以外 10,700 円 10,700 円 

Ｃ３ 

市 

町 

村 

民 

税 

所 

得 

割 

額 

48,600 円 

未  満 

ひとり親世帯等 4,500 円 4,500 円 

Ｃ４ 上記以外 13,600 円 13,400 円 

Ｃ５ 48,600 円以上 

57,700 円未満 

ひとり親世帯等 4,500 円 4,500 円 

Ｃ６ 上記以外 18,000 円 17,700 円 

Ｃ７ 57,700 円以上  

59,600 円未満 

ひとり親世帯等 4,500 円 4,500 円 

Ｃ８ 上記以外 21,000 円 20,700 円 

Ｃ９ 59,600 円以上 

77,101 円未満 

ひとり親世帯等 4,500 円 4,500 円 

Ｃ１０ 上記以外 24,900 円 24,500 円 

Ｄ１ 77,101 円以上 97,000 円未満 30,000 円 29,500 円 

Ｄ２ 97,000 円以上 119,900 円未満 35,600 円 35,000 円 

Ｄ３ 119,900 円以上 137,100 円未満 40,900 円 40,300 円 

Ｄ４ 137,100 円以上 169,000 円未満 44,500 円 43,800 円 

Ｄ５ 169,000 円以上 301,000 円未満 54,900 円 54,000 円 

Ｄ６ 301,000 円以上 397,000 円未満 64,000 円 63,000 円 

Ｄ７ 397,000 円以上 74,000 円 72,800 円 

 ◆ひとり親世帯等には、在宅障害児（者）のいる世帯を含みます。 

 
 
 
●利用者負担額・留意事項 

  ○ 住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割 

   額控除の適用はありません。 

        令和５年４月～８月      令和５年９月～令和６年８月 

令和４年度市町村民税を基に決定 令和５年度市町村民税を基に決定 



     ○ 利用者負担額は児童の父母の市町村民税額の合計によって決定しますが、父母の収入合計額が生活 

      保護基準額以下で、生計を同一にする祖父母等がいる場合、祖父母等のうち税額の高い方を家計の主 

      宰者とみなして決定します。 

  ○ 税額に変更があった場合は、当該税額による賦課開始月に遡って利用者負担額を変更します。 

  ○ 保護者の単身（海外）赴任による「別居」、離婚前の「別居」（離婚調停中を除く。）、離婚後の元配偶者と 

   の「同居」、内縁関係の方との「同居」は、同一生計とみなします。 

  ○  同一生計でない、別生計と認められるのは同一敷地内の別家屋又は同一家屋で、水道光熱費を別々 

    に支払っているなど、世帯ごとに生活が独立している場合です。 

   ○ 利用者負担額は、１か月単位となっており、原則として、日割り計算はできません。  

    月途中で退所した場合でも、１か月分の額をお支払いただきます。 

  ○  利用者負担額は、各園で定められた期日内にお支払ください。 

    正当な理由なく利用者負担額を滞納した場合は、地方税の例により滞納処分することがあります。 

    滞納がある場合、利用申込、転園申込において不利になります。 
 
 
 
●利用者負担額の算定         

 ①多子世帯の利用者負担額の軽減 

  ・１世帯で保育所、認定こども園、幼稚園等を利用する児童が２人以上いる場合、２人目の利用者負担額は 

  半額、３人目以降は無料となります。 

  ・Ｃ２、Ｃ４、Ｃ６階層で生計を同じにする子どもが２人以上いる世帯は 

   子どもの年齢に関係なく第２子は半額、第３子以降は無料となります。 

 

 ②ひとり親世帯等について 

   Ｃ１、Ｃ３、Ｃ５、Ｃ７、Ｃ９階層で生計を同じにする子どもが２人以上いる世帯は 

   子どもの年齢に関係なく第２子以降は無料となります。 

 

 ③利用者負担額の免除について（第２子以降） 

   県・市の補助により 同一世帯に扶養している子どもが３人以上いるとき、申請により３人目以降の利用者 

  負担額が免除されます。 Ｃ２、Ｃ４、Ｃ６階層の第２子についても申請により利用者負担額が免除されます。 

 

 ④和歌山市独自の年少扶養控除   

   平成２７年度新制度開始による多子世帯の利用者負担額の急激な負担増を避けるため、市では独自の年 

  少扶養控除計算を行う負担軽減策を設けています。(経過措置のため今後廃止される可能性があります) 

   父母の市町村民税所得割額合計から次に該当する金額を控除して、利用者負担額を算定します。 

   ・扶養している１９歳未満の子どもが 2 人以上いる場合  3,600 円 

   ・扶養している１６歳未満の子どもが 3 人以上いる場合 （16 歳未満子どもの数－2）×22,800 円 

   ・扶養している１６歳以上１９歳未満の子どもがいる場合 （16 歳以上 19 歳未満子どもの数）×15,000 円 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



市民税額の見方 

次の市民税決定通知書は市民税が給与天引きの方に、毎年６月中に勤務先の会社等から配布されます。 

市民税が給与天引きでない方には、市民税課から市民税納税通知書を送付しています。 

 

 

 

 

 計 算 例  

 ① 父、母、５歳、２歳の園児の世帯  

 市民税所得割額（父：96,300 円＋母：0 円） 

 住宅借入特別控除（市民税額控除） 24,240 円 

 96,300 円＋24,240 円＝120,540 円  

 利用者負担額表の市町村民税所得割額から、階層はＤ３ 

５歳児は幼児教育・保育の無償化のため０円 

２歳児は前項①により多子軽減で半額となるため、40,900 円の半額で 20,450 円                                    

 ② 母、小学生、２歳の園児の世帯  

 市民税所得割額  母：65,300 円  住宅借入特別控除等 なし 

 利用者負担額表の市町村民税所得割額から、階層はＣ９  

 ２歳児は前項②１のため無料 

 ③ 父、母、大学生、中学生、２歳の園児の世帯 

 市民税所得割額（父：188,600 円＋母：155,000 円）＝343,600 円  住宅借入特別控除等 なし                  

 利用者負担額表の市町村民税所得割額から、階層はＤ６ 

 前項③のため申請により無料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所得割額⑥  96,300 

 

住宅借入特別控除市 24,240円  住宅借入特別控除県 16,160円 

均等割額⑦  3,500 
利用者負担額計算には、   の額を 

用います。 

利用者負担額算定に住宅ローン控除、寄付金控除等

の適用はありませんので、控除額を足し戻します。 

 

市
民
税 

令和 ４ 



 

よくある質問 ～ Ｑ＆Ａ ～ 

 Ｑ１： どの園がおすすめですか？ 

   Ａ：施設によって規模、保育内容等が異なりますので、申込みの前に必ず見学に行き、第１希望から第５希望（そ 

    れ以上も可）までを決めてください。 

 Ｑ２： いつ申し込めばいいですか？ 

   Ａ：利用希望月の前々月の１６日から前月の１５日（１６日が土・日・祝日の場合はその直後の平日、１５日が土・

日・祝日の場合はその直前の平日）が申込期間です。１５日の締切り後、市で利用の調整を行い、保育の必

要性の高い方から順に決定して、翌月１日からの利用となります。４月入園は別に申込期間を設けて受け付

けます。市報わかやま、ホームページ等で確認してください。 

 Ｑ3： 申込みをすれば入園できますか。先着順ですか？ 

    Ａ：先着順ではありません。入園の可否は希望施設の空き状況、他の申込者の状況、保育の必要性の高さに 

よって決まります。 

 Ｑ４： 申込みには何が必要ですか？ 

   Ａ：教育・保育給付認定申請書と保育を必要とする事由を証明する書類、保育利用調整申込書、印鑑、母子手

帳、マイナンバー確認書類等が必要です。申込用紙や添付書類は、保育こども園課窓口又は保育施設で入

手してください。添付書類様式の一部はホームページからダウンロードできます。 

 Ｑ５： 現在市外に住んでいますが、申込みは可能ですか？ 

Ａ：利用開始日（毎月１日）までに保護者及び児童の住民異動ができる方は申込可能です。和歌山市の施設の

利用については、保護者・児童ともに和歌山市に住民票があることが前提です。和歌山市に転入予定の方は、

利用開始日までに、住民異動の手続をしてください。 

 Ｑ６： これから仕事を始めたいのですが、申込みできますか？ 

   Ａ：可能です。ただし、「求職活動」の事由での認定期間は３か月です。その間に就職し、就労証明書及び施設型

給付費等教育・保育給付認定変更申請書の提出がなければ退所となります。 

 Ｑ７： ８月１日に育児休業から仕事復帰します。いつから申込みできますか？ 

    Ａ：育児休業の復職予定日の１か月前から利用申込が可能です。この場合は、７月からの利用申込（申込締切

は６月１５日）が可能です。空きがない場合や利用調整順位がより高い方がある場合は、入園できません。 

 Ｑ８： 出産予定のため、上の子を預けたいのですが。 

   Ａ：出産予定月とその前後２か月間、最長で５か月の利用となります。８月１０日が出産予定日なら６月１日から 

１０月３１日まで利用可能です。１０月３１日で認定が失効しますので退所となります。別の理由で利用を希望 

  する場合は、新規申込者と同じ申込手続が必要です。利用調整をしますので、入園できるかどうかはわかり 

  ません。 

 Ｑ９： 申込書には第１希望から第５希望まで記入するようになっていますが、第１希望だけ書いたほうが優先     

されますか？ 

   Ａ：Ａ園を第１希望にした人と、第３希望にした人がいる場合、第３希望の人が保育の必要性が高ければ、第３希 

望の人がＡ園に決定します。利用したいと思う施設を利用したい順番に記入してください。ただし、利用決定し 

てから通園するかどうか考えるという施設は記入しないでください。ほかの希望者の利用調整の妨げになりま 

す。 

 Ｑ１０： 希望の月に入園できなかった場合、再度申込みの必要がありますか？ 

   Ａ：希望月に入園できなかった場合は、保留通知と支給認定証を送付します。同年度中は、支給認定証の有効 

期間内、毎月利用調整を行い、入園していただけるようになったときに連絡します。 

     年度を越えての利用調整は行いません。翌年度４月からの利用申込は、例年１１月頃に受付を行います。 

     市報わかやま、ホームページ等でお知らせします。 

 Ｑ１１： 保育必要量、保育短時間・保育標準時間とは何ですか？ 

    Ａ：保育必要量は仕事や通勤など「保育を必要とする事由」にかかる時間を認定します。短時間は１日８時間、 

    標準時間は１１時間までの範囲内で必要な時間を利用していただくものです。買物や家事の時間は含まれま 

せん。  

 Ｑ１２： 認定の有効期間内は継続して施設を利用できますか？ 

   Ａ：認定の有効期間内であっても、保育を必要とする理由がなくなった時点で、退所となります。 

保育こども園課までご連絡ください。 

 Ｑ１３： 妊娠の事由認定で入園しました。出産後、育児休業を取得予定ですが継続して在園できますか？ 

    Ａ：妊娠・出産の事由で入園した場合は、その後育児休業を取得する場合でも、継続利用はできません。 

育児休業時の継続利用（短時間保育）ができるのは、就労の事由で認定されて利用している場合のみです。 

 Ｑ１４： 求職のため、きょうだい２人の申込みをしましたが空きがなく、１人だけの入園となりました。求職に専念       

できないため、まだ仕事が決まっていません。このまま在園できますか？ 

    Ａ：求職の事由での認定有効期間は３か月です。認定期間最終月の２０日までに就労証明書と施設型給付費

等教育・保育給付認定変更申請書を提出してください。提出がない場合は、認定終了により施設利用ができ

なくなります。 

 

  



 

 Ｑ１５： 求職活動をするという理由で入園しましたが、特に活動をしていません。子どもは保育園を気に入って        

いるので、このまま在園したいのですが。 

    Ａ：保育施設は保育を必要とする理由がない場合は利用していただけません。求職の事由での認定は３か月の

間に仕事を見つけるという条件付の認定となっています。その間に就労が決まらなければ、認定終了により

退所となります。 

 Ｑ１６： 利用者負担額は園によって違いますか？ 

   Ａ：公立・私立保育所、認定こども園（保育部分）どの施設を利用しても利用者負担額は同じです。 

    行事にかかる費用や雑費は施設によって異なりますので、直接施設にお問い合わせください。また、認定こど

も園では、別途入園に係る費用等が必要な場合もありますので、必ず事前にご確認ください。 

Ｑ１７： 給食費は別途必要ですか？ 

   Ａ：３歳未満児の給食費は利用者負担額に含まれています。３歳以上児は給食費が別途必要となります。ただ

し、年収３６０万円未満相当の世帯や第３子以降の子どもに係る副食費については免除されます。 

 Ｑ１８： 利用者負担額はどのような計算で決まりますか？ 

   Ａ：父と母の市町村民税額の合計で決まります。父母の所得が生活保護基準以下の場合、生計を同じに     

する祖父母等がいれば、祖父母等の市町村民税額によって決まります。 

 Ｑ１９： 父親が海外に単身赴任しています。利用者負担額はどうなりますか？ 

   Ａ：国内外の単身赴任中も利用者負担額は父母の市町村民税額の合計で決まります。住民登録のある市町村

の課税関係書類又は（日本に住民登録がない場合は）所得額がわかる書類を提出してください。  

 Ｑ２０： 離婚を前提に別居しています。利用者負担額は変わりますか？ 

    Ａ：離婚調停中を除いて、別居中は利用者負担額は変わりません。離婚し、住民票も別になったのが確      

認できた翌月からの変更となります。離婚後、変更届出書と支給認定証を提出してください。 

 Ｑ２１： 保育短時間の認定を受けていますが、転職して勤務時間が長くなりました。どんな手続が必要ですか？ 

    Ａ：保育必要量の変更など認定内容の変更には施設型給付費等教育・保育給付認定変更申請書、支給認定証

と変更を証明する書類 （この場合は転職後の就労証明書）を２０日までに提出してください。申請した翌月か

らの変更となります。 

 Ｑ２２： 就労のため、保育所を利用していますが、妊娠しました。出産後、育児休業を取得予定ですが、上の      

子は続けて保育所を利用できますか？ 

   Ａ：就労の事由で在園中に出産し、育児・介護休業法に基づく育児休業を取得する場合は、育児休業対     

象児童が１歳になるまで（最長１歳になる年度末まで）上のお子さんは継続して利用できます。（それ以    

上の期間、育児休業を取得する場合は、退所となります。）認定の変更が必要ですので、施設型給付費等教

育・保育給付認定変更申請書、支給認定証、育児休業取得証明書（就労証明書）を提出してください。（「育児

休業」の認定中は短時間保育となります。） 

 Ｑ２３： 下の子が生まれて育児休業を取得します。在園中の上の子も退所して一緒に育児したいのですが、一度 

     退所すると育児休業からの復帰時に入園できるか心配です。 

   Ａ：保護者の育児休業取得のため在園中のお子さんが退園するときは、育児休業からの復帰時、（退園し   

た）上のお子さん、（新規の）下のお子さんともに優先的な利用調整の対象となります。 



令和４年１０月１日現在

利用定員
保育年齢

土入２８４－１２
℡　０７３－４５５－３３００ ５か月

～　５歳
http://www.taiyo-hoikuen.net/

産休明け
～　５歳

短
８：００～１６：００
（７時～８時、１６時～１８時　50円／30分
１８時～１９時　100円／30分）

http://www.ans.co.jp/n/kinokaw
a/

 太　陽　保育園 70

令和５年度　保育施設一覧表　～見学希望の方は、必ず事前に施設に連絡してください。～

私立保育所
施　設　名 開　　園　　時　　間

その他
所在地　　電話　　ＨＰ 短時間／標準時間（延長料）

土曜日 ８：００～１３：００小人町２９
℡　０７３－４２２－３２３９ 産休明け

～　５歳
短 ８：１５～１６：１５（100円／30分）

http://wsj-kyoukai.or.jp/johoku
標準 ７：１５～１８：１５（100円／30分）

 城　北　保育所 140
平日 ７：１５～１９：１５

 さかえ　保育園 200
平日 ７：００～１９：００

土曜日 ８：００～１３：００狐島３９４
℡　０７３－４５５－２８９３ ６か月

～　５歳
短 ８：００～１６：００（200円／時）

http://www.sakae-hoikuen.jp/
標準 ７：００～１８：００（200円／時）

 ふたば　保育園 66
平日 ７：００～１９：００

土曜日 ８：００～１７：００友田町３－３０
℡　０７３－４２３－１１０３ 　６週

　～　５歳

短 ８：３０～１６：３０（100円／30分）
https://www.wakayamafutabaka
i.jp/ 標準 ７：００～１８：００（100円／30分）

 のぞみ　保育園 110
平日 ７：３０～１９：００

土曜日 ７：３０～１３：００善明寺４７１
℡　０７３－４５２－０６８５ 産休明け

～　５歳
短 ８：３０～１６：３０（100円／30分）

標準 ７：３０～１８：３０（100円／30分）

 紀　伊　保育園 90
平日 ７：３０～１９：００

土曜日 ７：３０～１４：００直川３２６－９
℡　０７３－４６１－６５６６ ４か月

～　５歳
短 ８：３０～１６：３０（100円／30分）

標準 ７：３０～１８：３０（100円／30分）

 みちる　保育園 210
平日 ７：３０～１９：００

土曜日 ７：３０～１３：００毛見４３５－１
℡　０７３－４４５－４４８８ ３か月

～　５歳
短 ８：００～１６：００（100円／30分）

http://www.ans.co.jp/n/michiru
/ 標準 ７：３０～１８：３０（100円／30分）

 こうま　保育園 240
平日 ７：００～１９：００ 通園バス有り

土曜日 ７：００～１３：００下三毛５６６
℡　０７３－４７７－３３１０ 産休明け

～　５歳
短 ８：００～１６：００（無料）

http://www.koumahoikuen.jp/
標準 ７：００～１８：００（無料）

通園バス有り

土曜日 ７：００～１９：００園部１－１
℡　０７３－４６１－９１３０ ３か月

～　５歳
短 ８：００～１６：００（16:20～19:00　200円／回）

http://www.ans.co.jp/n/isao/ 標準 ７：００～１８：００（200円／回）

 有　功　保育園 210
平日 ７：００～１９：００

 のざき　保育園 90
平日 ７：３０～１９：００

８：００～１９：００（無料）

土曜日 ７：３０～１３：３０野崎１１５
℡　０７３－４５１－２３２７ １０か月

～　５歳
短 ８：３０～１６：３０（200円／回）

標準

 き　わ　保育園 60
平日 ７：００～１９：００

７：００～１８：００（200円／時）

 紀之川　保育園

中之島９６９－１０
℡　０７３－４３２－２０８８ 産休明け

～　５歳
短 ８：００～１６：００（200円／時）

標準

７：００～１９：００

土曜日 ７：００～１７：３０

土曜日 ８：００～１３：００

松島１２１－１
℡　０７３－４７３－２００３

280
平日

標準 ７：００～１８：００（100円／30分）

平日 ７：００～１９：００

土曜日 ７：００～１３：００

短 ８：００～１６：００（100円／30分）

標準 ７：００～１８：００（100円／30分）

http://www.taiyo-hoikuen.net/#
http://www.ans.co.jp/n/kinokawa/#
http://www.ans.co.jp/n/kinokawa/#
http://wsj-kyoukai.or.jp/johoku#
http://www.sakae-hoikuen.jp/#
https://www.wakayamafutabakai.jp/#
https://www.wakayamafutabakai.jp/#
http://www.ans.co.jp/n/michiru/#
http://www.ans.co.jp/n/michiru/#
http://www.koumahoikuen.jp/#
http://www.ans.co.jp/n/isao/#


利用定員
保育年齢

私立認定こども園
利用定員
保育年齢

通園バス有り

６か月
～　５歳

短
８：００～１６：００
（７時～８時、１６時～１８時　100円／30分）

土曜日 ９：００～１１：５０園部１５１８－１
℡　０７３－４６１－９５８５ １歳

～　５歳
短 ８：００～１６：００（200円／回）

http://sanbou-youchien.ed.jp/

標準 ７：３０～１８：３０http://www.isaoyochien.com./

354
平日 ７：００～１９：００

土曜日 ７：００～１３：００中島７０－８

その他

℡　０７３－４７３－２４４４

一時預かり事業

土曜日 ７：１５～１３：００吉礼４８６－１
℡　０７３－４８８－７４７０ 産休明け

～　５歳

短 ８：００～１６：００（100円／30分）

土曜日 ７：２０～１８：００大谷８３１－２１５
℡　０７３－４５３－１５０６ 産休明け

～　５歳
短 ９：００～１７：００（200円／回）

標準 ７：２０～１８：２０（200円／回）

短 ８：００～１６：００(200円／時）

標準 ７：００～１８：００(200円／時）

 かぜのこ　保育園 80
平日 ７：２０～１９：００

 さんた　保育園 250
平日 ７：００～１９：００

土曜日 ７：００～１２：３０坂田１８
℡　０７３－４７３－２３２７ 産休明け

～　５歳

土曜日 ８：００～１３：００秋月６７－３
℡　０７３－４７３－４３２０ ５か月

～　５歳
短 ８：３０～１６：３０（100円／30分）

http://naxnet.or.jp/~sirogane/ 標準

産休明け
～　５歳

短
８：３０～１６：３０
（７：３０～８：３０、１６：３０～１８：３０　各200円）

標準 ７：３０～１８：３０（１８：３０～１９：３０　200円／回）

 しろがね　保育園 117
平日 ７：００～１８：３０

 あ　わ　保育園 120
通園バス有り

粟２５５－５
℡　０７３－４５３－２００３

施　設　名 開　　園　　時　　間
所在地　　電話　　ＨＰ 短時間／標準時間（延長料）

平日 ７：３０～１９：３０

土曜日 ７：３０～１７：００

 片男波　こども園 127
一時預かり事業

和歌浦南２－１１－８
℡　０７３－４４４－３６２７ 産休明け

～　５歳

http://www.awahoikuen.or.jp

http://wsj-
kyoukai.or.jp/kataonami

７：００～１８：００（100円／30分）

 ようすい 子ども園 315
土曜日 ７：００～１３：３０西浜１２１８－３

 三　宝　幼稚園 96

標準
http://wa-
tukusi.jp/tukusiyohoen/index.html

 さつき　こども園

一時預かり事業

℡　０７３－４４５－６８７５ ６週
～　５歳

短 ８：００～１６：００（100円／30分）
http://www.yousui-hoikuen.jp

標準 ７：００～１８：００（100円／30分）

平日 ７：００～１９：００

 つ く し　幼保園 120
平日 ７：１５～１９：３０

 岡　崎　保育園 90
平日 ７：００～１９：００

７：００～１８：００（200円／回）

平日

℡　０７３－４７２－０７７４ 産休明け
～　５歳

短 ８：００～１６：００（200円／回）
標準

平日 ７：００～１９：００

土曜日 ８：００～１１：３０

７：１５～１９：１５

土曜日 ８：００～１３：００

短

標準 ７：００～１８：００（200円／回）

８：１５～１６：１５（100円／30分）

標準 ７：１５～１８：１５（100円／30分）

７：１５～１８：１５（100円／30分）

７：００～１８：００（１８時～１９時　50円／15分）

一時預かり事業

６週
～　５歳

短
８：００～１６：００
（７時～８時、１６時～１９時　50円／15分）http://www.satsuki-hoikuen.jp

標準

楠本２７３－２
℡　０７３－４６２－０４４４

平日 いさお　幼稚園 140
７：３０～１８：３０

土曜日 ７：００～１２：３０井辺１３４－２

施　設　名 開　　園　　時　　間
所在地　　電話　　ＨＰ 短時間／標準時間（延長料）

その他

http://sanbou-youchien.ed.jp/#
http://www.isaoyochien.com./#
http://naxnet.or.jp/~sirogane/#
http://www.awahoikuen.or.jp/#
http://wsj-kyoukai.or.jp/kataonami#
http://wsj-kyoukai.or.jp/kataonami#
http://wa-tukusi.jp/tukusiyohoen/index.html#
http://wa-tukusi.jp/tukusiyohoen/index.html#
http://www.yousui-hoikuen.jp/#
http://www.satsuki-hoikuen.jp/#


利用定員
保育年齢

吉礼５３－６

 しょうぶ　こども園

２歳
～　５歳

短 ８：３０～１６：３０（100円／30分）℡　０７３－４４４－２７７３

 愛　徳　幼稚園

新堀東２－１－２５

まことなるたき こども園 262
平日

80

℡　０７３－４２４－４４１４ 産休明け
～　５歳

８：００～１６：００（100円／30分）

標準

標準 ７：００～１８：００（200円／時）

短

７：３０～１８：３０（100円／30分）

７：００～１３：００木ノ本１２３０－２ 土曜日

砂山南３－２－２１

塩屋２－１－１５

７：００～１９：００

標準

平日 ７：３０～１９：３０

７：００～１８：００（100円／30分）

標準

土曜日

通園バス有り
（コース、時間に
制限有り）

７：００～１９：００

７：３０～１８：３０（100円／30分）

７：３０～１９：００

土曜日 ７：００～１２：００

７：３０～１３：００土曜日

今福３－６－３７
℡　０７３－４２３－９７９６ ６か月

～　５歳
https://www.aitoku-
wakayama.com/

７：３０～１１：３０

http://takara-youchien.com/

 木ノ本　こども園 111
平日

℡　０７３－４５２－０００１ ３か月
～　５歳

短

 むつみ　こども園 110

 こひつじ　こども園 288

平日

平日

http://www.ans.co.jp/n/mutsum
ins/

８：００～１６：００（200円／時）

℡　０７３－４７８－２００１ 産休明け
～　５歳

８：１５～１６：１５（200円／時）

標準 ７：１５～１８：１５（200円／時）

短

170
平日 ７：１５～１９：１５

７：００～１９：００

土曜日 ７：００～１６：００

土曜日 ７：１５～１３：１５

有本４３１
℡　０７３－４３２－４５６７ 産休明け

～　５歳

短 ８：００～１６：００（200円／回）

標準

 ひまわり　こども園 121
平日

４か月
～　５歳

短 ８：１５～１６：１５（50円／15分）

標準 ７：１５～１８：１５（50円／15分）

 たから　幼稚園 20

土曜日 ７：３０～１２：００

７：１５～１９：１５

土曜日

短 ８：００～１６：００（１６時～１９時　100円／30分）

７：３０～１８：３０（100円／30分）標準

℡　０７３－４３６－１０２２ 産休明け
～　５歳

短 ８：００～１６：００（１６時～１９時　100円／30分）
http://www.warabekai.jp

 新　堀　こども園 70
平日 ７：３０～１９：００

土曜日 ７：００～１７：００園部３８１
℡　０７３－４５５－６４６９ 産休明け

～　５歳
８：００～１６：００（100円／30分）

http://makoto-hoikuen.jp

７：３０～１９：００

７：００～１９：００

一時預かり事業

土曜日 ７：３０～１３：００片岡町１－２
℡　０７３－４２５－７８８７
http://wa-
tukusi.jp/hirosehoikusyo/ 標準

通園バス有り

産休明け
～　５歳

℡　０７３－４４５－６９０２ １歳
～　５歳

８：３０～１６：３０（１６：３０～１８：３０　100円／時）
http://nagusa-youchien.com/

標準 ７：３０～１８：３０

 広　瀬　幼保園 130
平日

紀三井寺５２０

通園バス有り

土曜日 ７：３０～１２：００

土曜日 ８：３０～１２：００

平日 ７：３０～１８：３０

短

７：３０～１８：３０

℡　０７３－４４４－９０１４

１０か月
～　５歳

短

８：００～１６：００
（７：３０～８：００　2号・100円、3号・200円／回）
（１６：００～１８：００　2号・200円、3号・300円／回）
（１８：００～１８：３０　2号・100円、3号・200円／回）

７：３０～１８：３０

 名　草　幼稚園

関戸１－２－３１

http://www.church-
wakayama.com/

標準

60

90
平日

７：３０～１８：３０（100円／30分）

http://wsj-kyoukai.or.jp/
℡　０７３－４８８－１７００

短 ８：３０～１６：３０（100円／30分）

標準 ７：００～１８：００（100円／30分）

７：００～１８：００（200円／時）

http://www.kohitsuji.ed.jp

https://himawari-kodomoen.w-
himawarikai.org/

和歌山ひかり 幼稚園

平日

一時預かり事業

８：００～１３：００木ノ本３００－１

施　設　名 開　　園　　時　　間
その他

所在地　　電話　　ＨＰ 短時間／標準時間（延長料）

短

https://www.aitoku-wakayama.com/#
https://www.aitoku-wakayama.com/#
http://takara-youchien.com/#
http://www.ans.co.jp/n/mutsumins/#
http://www.ans.co.jp/n/mutsumins/#
http://www.warabekai.jp/#
http://makoto-hoikuen.jp/#
http://wa-tukusi.jp/hirosehoikusyo/#
http://wa-tukusi.jp/hirosehoikusyo/#
http://nagusa-youchien.com/#
http://www.church-wakayama.com/#
http://www.church-wakayama.com/#
http://wsj-kyoukai.or.jp/#
http://www.kohitsuji.ed.jp/#
https://himawari-kodomoen.w-himawarikai.org/#
https://himawari-kodomoen.w-himawarikai.org/#


利用定員
保育年齢

℡　０７３－４５５－１９８３ 短 ８：００～１６：００（200円／回）
http://www.kousaikai.or.jp/sukoyak
a/wakayama/ 標準 ７：２０～１８：２０（200円／回）

３か月
～　５歳

土曜日

 和歌山　認定こども園 105
平日 ７：２０～１９：００ 一時預かり事業

７：２０～１３：００

 まつえ　幼稚園

中１３２－３ 土曜日

栄谷５８－２
℡　０７３－４５５－２１５５ 産休明け

～　２歳

短 ８：００～１６：００（200円／回）

第二ひまわり　こども園 29
平日

９：００～１１：３０松江中３丁目１－３５
℡　０７３－４５３－００５０

１歳
～　５歳

短
８：００～１６：００
（7:30～8:00　100円/回、16：00～17:30　200円/
回、17：30～18：30　100円/30分）http://www.matsueyouchi

en.ed.jp 標準

94

７：３０～１８：３０

平日 ７：３０～１８：３０

通園バス有り

７：００～１２：００木ノ本３２１－２
℡　０７３－４５５－６６５６ ５か月

～　５歳

短 ８：００～１６：００（100円/30分）
https://sumirekodomoen.org/ab
out/ 標準 ７：００～１８：００（100円/30分）

土曜日 ７：００～１４：００

http://seiwa-sws.or.jp/

平日 ７：００～１９：００

土曜日 ７：００～１３：３０

短 ８：００～１６：００（100円／30分）

標準 ７：００～１８：００（200円／時）

 かんどり　こども園 100
平日 ７：００～１９：００

平井４６６－１
℡　０７３－４５１－４３５０

３か月
～　５歳

短
８：００～１６：００　（１６時～１８時　100円／時、
１８時～１９時　200円／時）

標準

平日 ７：３０～１９：００

７：００～１２：３０

７：００～１９：００

土曜日

標準

土曜日 ７：３０～１３：００

７：００～１８：００（200円／時）

http://www.toyohoikuen.j
p

 じろうまる　こども園 156

標準 ７：００～１８：００（100円／30分）

 とうよう　こども園

宇田森６７
℡　０７３－４６１－２８９０

７：３０～１８：３０（１８：３０～１９：００／100円）

135

３か月
～　５歳

https://dai2-himawari-
kodomoen.w-himawarikai.org/

３か月
～　５歳

短

７：００～１９：００

標準

250
平日 ７：００～１９：００

土曜日

７：３０～１４：００谷２
℡　０７３－４６２－０５６７

 山　口　こども園 195
平日

 すみれ　こども園

土曜日

次郎丸１０７－１
℡　０７３－４５３－０１９０ 産休明け

～　５歳

短

７：３０～１８：３０

８：００～１６：００（200円／時）
http://www.ans.co.jp/n/yamagu
chihoikuen/ ７：００～１８：００（200円／時）

その他

 みどり 幼稚園 40
平日 ７：３０～１８：３０

施　設　名 開　　園　　時　　間
所在地　　電話　　ＨＰ 短時間／標準時間（延長料）

８：３０～１６：３０（200円／回）

通園バス有り

土曜日 ９：００～１１：５０東高松３－３－３０
℡　０７３－４４４－３２６１ 短 ８：００～１６：００（200円／回）
http://www.midorigakuen.
ed.jp/ 標準

２歳
～　５歳

土曜日 ７：００～１３：００布施屋３－１
℡　０７３－４７７－２７９０

３か月
～　５歳

 ほしや　子ども園 103
平日 ７：００～１９：００

 まこと　こども園 200
平日 ７：００～１９：００ 通園バス有り

短
８：００～１６：００
（7:00～8:00、18:00～19:00 　200円／時）

標準 ７：００～１８：００（無料）

土曜日 ８：００～１３：００つつじが丘４－３－２
℡　０７３－４５３－００２０ ４か月

～　５歳
短 ８：００～１６：００（200円／時）

http://www.tomita.or.jp/makoto 標準 ７：００～１８：００（200円／時）

http://www.kousaikai.or.jp/sukoyaka/wakayama/#
http://www.kousaikai.or.jp/sukoyaka/wakayama/#
http://www.matsueyouchien.ed.jp/#
http://www.matsueyouchien.ed.jp/#
https://sumirekodomoen.org/about/#
https://sumirekodomoen.org/about/#
http://seiwa-sws.or.jp/#
http://www.toyohoikuen.jp/#
http://www.toyohoikuen.jp/#
https://dai2-himawari-kodomoen.w-himawarikai.org/#
https://dai2-himawari-kodomoen.w-himawarikai.org/#
http://www.ans.co.jp/n/yamaguchihoikuen/#
http://www.ans.co.jp/n/yamaguchihoikuen/#
http://www.midorigakuen.ed.jp/#
http://www.midorigakuen.ed.jp/#
http://www.tomita.or.jp/makoto#


和歌山市立保育所　　　

平日 短

土曜日 標準

平日 短

土曜日

電　　　話 そ　　の　　他

０７３－４２２－６６２２

０７３－４２３－３８３３

０７３－４５５－１７２８

０７３－４７７－０３１０ 一時預かり

０７３－４５５－３９１６ 一時預かり

０７３－４６１－３５０４ 一時預かり

０７３－４７９－０２５７ 一時預かり

０７３－４７１－１２３７ 一時預かり

０７３－４７２－２５２３

０７３－４７２－７６３７

０７３－４７２－７６３８
休日保育
病後児保育

０７３－４７３－２５９５

０７３－４５３－０８０７

一時預かり

土曜日 ７：３０～１３：００雄松町５－４－１

３か月
～　５歳

短 ８：３０～１６：３０（200円／回）

 芦原　こども園 105

栄　谷 90 １０か月～５歳 栄谷４２８－３

鳴　神 83 １０か月～５歳 鳴神６９５

標準℡　０７３－４８８－３６２６ ７：３０～１８：３０（延長なし）

杭ノ瀬 100 ３か月～５歳 杭ノ瀬１９－８

平日 ７：３０～１８：３０ 一時預かり

土曜日 ７：３０～１３：００

標準 ７：３０～１８：３０（延長なし）

施　　設　　名 開　　園　　時　　間 短時間／標準時間（延長料）

 砂山、　楠見、　宮
 川永、　西和佐
 杭ノ瀬　　　　 保育所

７：３０～１８：３０ ８：３０～１６：３０（200円／回）

７：３０～１３：００ ７：３０～１８：３０（延長なし）

上記以外の保育所
８：００～１７：００ ８：３０～１６：３０（延長なし）

８：３０～１３：００

施設名 利用定員 保育年齢 住　　　　所

宮　前 50 １歳～５歳 北中島１－２－６

砂　山 100 ３か月～５歳 砂山南２－１－４

北桶屋町７

３か月
～　５歳

短 ８：３０～１６：３０（200円／回）
℡　０７３－４８８－５２２０

平日 ７：３０～１８：３０

楠　見

○公立保育所の整備計画については、和歌山市ホームページ掲載の「和歌山市立認定こども園整備計画」をご参照くだ
さい。

和歌山市立認定こども園

 本町　こども園 95

３か月～５歳 楠見中１０５

小　倉 50 １歳～５歳 新庄５６

90

西　脇 40 １０か月～５歳 西庄１０１６

川　永 60 １歳～５歳 楠本２８４－１

３か月～５歳 本渡３９６－４60

西和佐 75 １０か月～５歳 岩橋１３１７－４

宮　北 50 １０か月～５歳 黒田３５４－１

宮 90 １０か月～５歳 太田４－５－２０

安　原


