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1. 施設の種類

•保護者が就労している場合や、病気・出産・介護等で、一時的に家庭で保育する
ことが出来ない場合など、日々の保育の必要性のある児童を保護者に代わって
保育する施設です。利用する場合には「保育認定」が必要となります。

保育所

•教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園の機能と保育所の機能の両方を併せ
もつ施設です。保育所機能を利用する場合には「保育認定」が必要となります。

認定こども園

•2歳以下の子どもを対象に、19人以下の少人数で保育を行う施設です。利用す
る場合には「保育認定」が必要となります。満3歳到達の翌年度から、保育所・認
定こども園等へ転園していただきます。

小規模保育施設

•就学前の子どもの学習の基礎を養う施設です。1日4時間程度の幼児教育を行
い、夏休みや冬休みがあります。

幼稚園
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2. 認定区分と利用できる施設



3. 認定とは

4. 「保育認定」を受けるための保護者の事由

保育を必要な理由（保護者の現況）

1 就労 会社や自宅を問わず、週３日以上かつ月４８時間以上働いているとき

2 妊娠・出産 出産の準備や出産後の休養が必要なとき ※

3 疾病・障がい 病気・けがや障害のため保育を必要とするとき

4 同居親族介護・看護 同居又は長期入院等している親族の介護・看護をしているとき

5 災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっているとき

6
求職活動 仕事を探しているとき

（起業準備を含む。認定期間は3ヶ月間のみ。延長はできません。）

7 就学 大学や職業訓練校などに通っているとき

8 虐待や配偶者等からのDVのおそれがあること

9
育児休業 ※新規申請時は該当無し

（認定期間は、通所児童が未満児は出産後1年間。3歳以上児は復職するまで）

10
家庭内で未満児を保育している
入所希望児童が年少クラス以上、かつ家庭内で未満児（０～２歳児）を保育しているとき

その他、町長が認める場合

•満３歳以上の小学校就学前子ども

教育認定（１号認定）

•満３歳以上の「保育の必要性」の認定を受けた就学前子ども

保育認定（２号認定）

•満３歳未満の「保育の必要性」の認定を受けた就学前子ども

保育認定（３号認定）
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※ 「妊娠・出産」の事由における有効期間は出産日から起算して８週間を経過
する日の翌日が属する月の月末までです。

例） 出産（予定）日が８月１５日の場合 → １０月３１日までの有効期間
１１月１日以降も施設を利用する場合、１０月２５日までに「事由の変更手続き」が必要です。

memo



手続きの流れは以下のとおりです。教育認定と保育認定で流れが異なります。

5. 利用手続きの流れ

教育認定の場合
幼稚園・認定こども園（教育）

保育認定の場合
保育所・認定こども園（保育）

小規模保育施設

1 施設に直接、入園の申込を行います。
1 町に保育認定の申請をします。
（利用希望の申込も同時に行います。）

2 施設から入園の内定を受けます。
2 町が「保育の必要性」を認めた場合、申

請者の希望や施設の状況に応じ、利用調
整をします。

3 町に教育認定の申請をします。
3 町から支給認定証・利用調整結果通
知・面接日程の案内が届きます。

4 町から支給認定証が交付されます。 4 面接を行います。

5 町から入所承諾通知および利用料のお
知らせが届きます。

☆ 「保育認定」の場合、施設の利用調整は町が行います。
申込の状況により、希望の施設とは異なる施設に調整をすることもあります。

☆ 「保育認定」で町外の施設を利用したい場合（詳細はP.４へ）

就労先が町外にあり、近くの保育施設を利用したい等の特別な理由がある場
合、相手先自治体との協議を経て町外の施設を利用することができます。
支給認定・施設利用希望の申込先は富士河口湖町子育て支援課です。
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■令和５年度4月入所について

申込み期日が自治体により異なります。詳細は直接利用希望自治体へお問い合わ
せください。入所申込先は町役場子育て支援課です。

■保育料等の納付先について

町外公立保育所：相手先自治体

〃 私立保育所：富士河口湖町

〃 認定こども園、小規模保育施設等：施設ごとに徴収

■申し込み後転出される場合

転入先自治体での保育所手続きが再度必要となります。
詳細については直接お問い合わせください。

○○市児童・保護者 役場

① 入 所 相 談

②入所申込書類を提出

④協議結果通知

就労先が町外にあるなど、特別な理由がある場合、相手先自治体との協議の上、入
所することができます。この場合を「管外委託保育」と言います。
利用調整は施設の所在地の自治体が行います。

③協議

⑤入所承諾
利用料のお知らせ

町外保育施設

⑥面接

⑦入 所

町外保育施設に申し込む場合
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施設名 施設類型 所在地

私
立

認定こども園ドリームツリー

（マリア国際幼稚園）
認定こども園 小立5699-2

Fujiこどもの家 バンビーノの森 認定こども園 勝山3407-1

町内の教育施設のご紹介です。入園が内定したら町に教育認定（１号）の申請が必要です。

6. 教育施設一覧

町外施設名
施設類型
※R4.9月時点

所在地

私
立

新倉幼稚園 認定こども園 富士吉田市

聖徳幼稚園 認定こども園 富士吉田市

富士保育園 認定こども園 富士吉田市

ウブントゥ 富士の森 認定こども園 富士吉田市

ナーサリーココ 認定こども園 富士吉田市

ウブントゥ 忍野の森 認定こども園 忍野村

小さき花幼稚園 移行済幼稚園 ※２ 富士吉田市

月江寺幼稚園
未移行幼稚園 ※２

（新１号認定）
富士吉田市

※１ 保護者が就労等を開始し、家庭で保育できない場合（保育の必要性あり）

教育認定（１号）で施設を利用しながら、「保育の必要性」が証明できる場合には「預かり保育
事業」においても無償化の対象となる場合があります（P.6） 別途申請が必要です。

※２ 「新制度移行済み幼稚園」と「未移行幼稚園」がある

「新制度移行済み幼稚園」とは子ども子育て支援法に基づく教育・保育給付を受けられる施
設を指します。「未移行幼稚園」とは学校教育法に基づく従来型の施設を指します。
未移行幼稚園を利用する場合は施設経由で申請様式をお渡しします。

memo

町外施設であって、令和４年度に町民の方が利用されている施設は以下のとおりです。
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下表のとおり、入園クラス及び園の形態により、保育料が無償化となる範囲が異なり
ます。

7. 教育認定利用者負担額 無償化対象

■未移行幼稚園の利用者負担について

保育料・入園料は月額25,700円まで無償化されます。入園料は入園初年度に限り無償化
されます。※月額換算し、保育料と合算して25,700円まで無償。

（算定イメージ）

■未移行幼稚園を利用かつ認可外保育施設を利用する場合

通園している未移行幼稚園が１日あたり８時間以上かつ年間２００日開園している場合には
認可外保育施設保育料の無償化はありません。

memo

移行済み幼稚園
認定こども園（教育）

未移行幼稚園
認可外保育
施設等

教育
（１号）

預かり保育
（新２号・新3号）

教育
（新1号）

預かり保育
（新2号・新3号）

３～５歳児
クラス

〇 〇
（上限11,300円）

〇
（上限25,700円）

〇
（上限11,300円）

〇
（上限37,000円）

満３歳児クラス
（3歳になった日から最初の
3月31日までにある子ども）

〇 × 〇
（上限25,700円）

× -----

住民税非課税世帯の

満３歳児クラス
（3歳になった日から最初の
3月31日までにある子ども）

〇 〇
（上限16,300円）

〇
（上限25,700円）

〇
（上限16,300円）

-----

住民税非課税世帯の

０～２歳児
クラス

----- ----- ----- ----- 〇
（上限42,000円）

入園料 保育料
無償化
上限額

実質
負担額

10,000円 14,000円
25,700円

0円

--- 30,000円 4,300円
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施設名
利用

定員
所在地

受入

年齢

公
立

船津保育所 310 船津6760-1 1-5

小立保育所 200 小立1824 1-5

大石保育所 55 大石1396 1-5

河口保育所 75 河口3 1-5

こもも保育所 100 船津3333 0-2

勝山保育所 120 勝山4136-1 0-5

足和田保育所 55 長浜2409 1-5

富士ヶ嶺保育所 40 富士ヶ嶺1212 0-5

私
立

認定こども園ドリームツリー

（ゆめの木保育園）
135 小立5699-2 0-5

認定こども園
Fujiこどもの家 バンビーノの森

35 勝山3407-1 3-5

事業所内保育施設

河口湖とらのこ保育園 ※
14 船津2211-5 0-2

小規模保育施設
キッズプラザPoca Poca

12 船津5119-2 0-2

小規模保育施設
（仮称）キッズプラザ

１２ 小立３３１３－１ 0-2

小規模保育施設

ウブントゥ保育園おほしさま
19

小立8017-1

フォレストモール内
0-2

小規模保育施設

ウブントゥ保育園おつきさま
17

※0歳児の受け入れは生後6か月以降（首が座ったタイミング）となります。
ウブントゥ保育園おほしさま・おつきさまは生後４か月から受入可能です。

※河口湖とらのこ保育園は令和５年度地域枠の募集はいたしません。

町内保育施設等のご紹介です。受入年齢は「入所」するクラスを決める上で必要となります。

8. 保育施設一覧

■令和５年度４月入所希望 ：令和４年８月５日生まれの場合

この場合には令和５年４月2日時点で１歳に到達していないため、０歳児クラスとなります。
受け入れ可能な施設は上記表からご確認ください。

memo
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児童の属する世帯の階層区分

標準時間（７：１５～１８：１５）
短時間（８：３０～１６：３０）

〈参考）
国が定める
上限額

０～２歳児クラス
３～５歳児クラス

０～２歳児クラス

標準時間 短時間 標準時間

第１階層 生活保護世帯 0円 0円

０円

0円

第２階層 市町村民税非課税世帯 0円 0円 9,000円

第３階層 市町村民税均等割課税世帯 8,500円 6,500円 19,500円

第４階層

市町村民税
所得割課税

額

20,000円未満 11,000円 9,000円 19,500円

第５階層 48,600円未満 15,000円 13,000円 19,500円

第６階層 57,700円未満 18,000円 16,000円 30,000円

第７階層 77,101円未満 21,000円 19,000円 30,000円

第８階層 97,000円未満 23,500円 21,500円 30,000円

第９階層 169,000円未満 37,500円 35,500円 44,500円

第１０階層 301,000円未満 42,500円 40,500円 61,000円

第１１階層 397,000円未満 43,500円 41,500円 80,000円

第１２階層 397,000円以上 45,000円 43,000円 104,000円

〈 ひとり親等世帯 （母子・父子世帯または障害者同居世帯 〉

利用者負担額は、国が定める水準を限度として、市町村が定めることとなっています。
階層区分は、保護者及び保護者以外の扶養義務者（家計の主宰者である場合）の均等割・
所得割の額の合計額により決定されます。
４月～８月分の保育料は前年度分の市町村民税、９月～翌３月までの保育料は現年度分の
市町村民税を元に算出されます。

9. 令和５年度 保育認定 利用者負担額表（予定）

保育所・認定こども園（保育）・小規模保育事業

■国の無償化施策「幼児教育・保育の無償化」
・令和元年１０月１日より３～５歳児クラスの保育料は一律無償化されました。
・「ひとり親家庭等世帯」で、「７階層以下」の世帯は、第２子以降無料。

■山梨県の無償化施策「やまなし子育て応援事業」
・「９階層以下」の世帯で、未満児クラスかつ第２子以降の場合、保育料が無償化されます。

上記の他「多子による保育料軽減」などがご家庭の状況により適用されます。

memo

第２階層 市町村民税非課税世帯 0円 0円

0円

0円

第３階層 市町村民税均等割課税世帯 3,500円 2,500円 9,000円

第４階層

市町村民税

所得割課税
額

20,000円未満 5,000円 4,000円 9,000円

第５階層 48,600円未満 7,000円 6,000円 9,000円

第６階層 57,700円未満 8,000円 7,000円 9,000円

第７階層 77,101円未満 9,000円 8,000円 9,000円
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※標準時間認定以外の方はすべて短時間認定となります。

保育時間 ８時３０分 ～ 16時30分 （８時間保育）
延長保育時間 １６時３０分 ～ 19時15分 (200円／時間）

保護者の事由によって町が「保育標準時間」と「保育短時間」のいずれかの区分に認
定します。

原則的な保育時間（11時間） 延長保育

7:15 18:15 19:15

延長保育 原則的な保育時間（８時間） 延長保育 延長保育

※１ケ月あたり１２０時間以上勤務が条件。

１２０時間未満でも、短時間認定では日常的にお迎えが間に合わない等の理由が証
明されれば適用可能です。また「妊娠・出産」「災害復旧」「ＤＶのおそれ」等の場合も、
標準時間を適用できます。※同居親族がいて、送迎が可能な場合は短時間となりま
す。

保育時間 ７時１５分 ～ 18時１５分 （１１時間保育）
延長保育時間 18時１５分 ～ 19時１５分 (200円／時間）

10. 保育時間（保育の必要量）について

保育標準時間認定 フルタイム勤務を想定した利用

保育短時間認定 主にパートタイムを想定した利用

7:15 8:30 16:30 18:15 19:15

■預ける時間を変更したい

変更する場合には予め手続きが必要となります。提出された翌月（毎月25日〆切）から保育
料に反映されます。必要書類を通所保育所等へご提出ください。

標準時間 ⇒ 短時間 ・保育の必要量の申立書
短時間 ⇒ 標準時間 ・保育の必要量の申立書 ・就労証明書などの証明書類

■認定こども園Fujiこどもの家バンビーノの森は「短時間保育」のみとなります。

memo
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理由

区分
番号 理由名 指数

必要性
※保護者
毎に

１つ適用

1 就労（８時間以上） 10

2 就労（６～８時間） 9

3 就労（３～６時間） 7

4 妊娠・出産 9

5 疾病・障害（重度） 10

6 疾病・障害 8

7 介護・看護（ねたきり等） 10

8 介護・看護（長期居宅療養等） 7

9 災害復旧 10

10 求職活動 5

11 就学 8

12 虐待・ＤＶ 10

13 育児休業 7

14
家庭内未満児保育

入所希望児童が３歳以上児で、家庭内で未満児を保育している
7

15 その他

優先

利用

16 ひとり親家庭 11

17 生活保護世帯 2

18 生計中心者の失業 10

19 虐待・ＤＶ等 10

20 障害児 2

21 育児休業明け 1

22 兄弟同時利用 1

23 小規模保育等卒園児 2

24 居住地の保育所 1

25 保護者が保育士等として勤務（1日6時間以上) 6

26 保護者が保育士等として勤務（1日6時間未満） 4

27 その他市町村が定める理由

減算

調整

28 過去に保育料の未納がある世帯 -1

29 申請書類の添付書類に不備がある -1

30
自営協力者において、専従者であることが認められない場合
※（H31年度入所より適用）

-1

家庭と保護者の状況などから「指数」を加算し、指数の高い方から利用調整します。

11. 保育認定理由 指数表
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教育認定（１号）の場合

□ A 支給認定申請書兼施設利用申込書 必ず提出

□ C マイナンバー記入用紙 必ず提出

□ 課税証明書
※R4.1.1時点で町外在住の場合は提出

住民登録があった市区町村から取得してください。

□ 被保護証明書 該当者のみ （生活保護世帯）

保育認定（２号・３号）の場合

□ A 支給認定申請書兼施設利用申込書 必ず提出

□ B 保育の必要性を証明する書類 必ず提出 ※父と母など保護者分必要です。

□ C マイナンバー記入用紙 必ず提出

□ D 管外保育を希望する理由書 町外保育施設の利用を希望する場合は提出

□ 課税証明書
※R4.1.1時点で町外在住の場合は提出

住民登録があった市区町村から取得してください。

□ E 給与明細張り付け票 ※給与明細がA4様式でない場合は貼り付けて提出

□ 被保護証明書 該当者のみ （生活保護世帯）

12. 申請に必要な書類

申請に必要な書類は教育認定・保育認定ごとに異なります。（下記参照）
P.13からの記入例を参考に書類を揃えてください。
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事由ごとに必要書類が異なります。祖父母（６４歳以下）と同居している場合も同様
の証明書が必要です。
■：必ず提出する書類 □：いずれかの書類

№ 保育を必要とする事由 必要書類（例）

①

就労 （外勤・内職）

■就労証明書

■直近の給与明細（写）

※就労予定の場合は取得後提出

※育休復帰の場合は、育休取得前の給与明細

就労 （自営業）

■就労証明書 ■就労を客観的に証明できる書類

□直近の給与明細（写）

□確定申告書（写）

□開業届出書（写） ※新規開業の場合

就労 （自営業協力者）

自営業協力者が専従者であることを確

認する。

A・Bいずれか提出がない場合には、指

数減算を適用。

■就労証明書

■直近の給与明細（写）

A □確定申告収支内訳書（写）

B □専従者給与届（写）

(家族への支払いが証明できるもの)

② 妊娠、出産

■保育の必要性の申立書

■母子健康手帳（写）

※表紙と出産予定日を書き込んだページ

③ 保護者の疾病、負傷、障害
■保育の必要性の申立書 □診断書

□身体障害者手帳、精神障害者手帳または療育手帳（写）

④ 同居又は長期入院等している親族の

介護・看護

■保育の必要性の申立書

□被介護者、看護者の診断書等

□介護、看護の状況等が分かる書類

⑤ 災害復旧 ■保育の必要性の申立書 □り災証明書等（写）

⑥ 求職活動
■保育の必要性の申立書 □求職カード（写）

□雇用保険受給者資格証（写）

⑦ 就学
■保育の必要性の申立書

□在学証明書または学生証（写）

⑧ 虐待やＤＶのおそれがあること
■保育の必要性の申立書

□配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書等（写）

⑨ 育児休業 ■就労証明書（育児休業取得期間を証明したもの）

⑩ 家庭内未満児保育 ■保育の必要性の申立書

※事由の内容により入所を継続できない場合があります。
※自営業を客観的に証明できる書類一例：営業許可証、会社の登記事項証明書、取引先との帳簿

13. 保育の必要性を証明する書類
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14. 記入例

教育認定（１号認定）の場合
①に内定施設を記入してください。
保育認定（２号・３号認定）の場合
第３希望まで記入してください。

単身赴任等で同居していない場
合など記入してください。
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１～９までの記載事項を確認し署名してください。



15



Ｂ

16

５



勝山 さくら

勝山 勝男

勝山 花子

勝山 つばき 平成２８年１２月１５日

昭和６１年７月２１日母

妹

父 昭和６１年８月５日

平成２７年７月６日

3 10 31

ＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸ ＸＸＸ

ＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸ ＸＸＸ

ＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸ ＸＸＸ

ＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸ ＸＸＸ

※「住民票の写し」でもご家族のマイナンバーを確認すること
が可能です。住民課窓口にて取得をお願いいたします。
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19



20



21

未移行幼稚園・幼稚園や認定こども園（教育）の預かり保育事業

〇この申請書は施設を通じて配布します。
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Q：「保育所」と「幼稚園」の違いはなんですか？

A：「保育所」は児童福祉法に基づく施設で、保護者が仕事や病気のために家庭で保育
することができない等、「保育の必要性」が認められないと利用することができません。
「幼稚園」は満３歳～５歳の子どもを対象とした学校教育法に基づく施設で、子どもの
年齢が達していれば誰でも利用を希望することができます。
また、「認定こども園」は保育と教育の両方の機能を併せ持つ施設です。

Q２：「認定」とはなんですか？

A:幼児教育・保育の無償化を受けるためには、「教育認定（１号認定）」と「保育認定（２
号・３号認定）」のどちらかを取得する必要があります。 詳細はP.2へ

Q3：保育施設は申し込めば必ず利用できますか？

A：保育所等の申込は年間を通して受け付けていますが、ほとんどの施設において４
月当初に定員に達するため、年度の途中に利用調整できる例は多くありません。
また、ここ数年は保育認定の申込数が非常に多いため利用しにくい状況が続いてい
ます。

Q4:保育料はいくらかかりますか？

A：内閣府による「幼児教育・保育の無償化」により３～５歳児クラスの保育料は無料
となっています。
０～２歳児クラスの保育料は保護者および保護者以外の扶養義務者（家計の主宰者
である場合）の所得（町民税所得割課税額等）を基に、町が定める階層区分にあては
めて決定します。
４月～８月分は前年度の、９月～３月分は利用年度の課税額により算定します。
前期分（４月～８月分）の算定は３月に、後期分（９月～３月分）の算定は８月に行い、
「利用料決定通知書」によりお知らせいたします。

Q5:町立保育所と民間保育施設で保育料に差はありますか？

A:保育料は保護者等の所得により町が決定するため、町立保育所と民間保育施設と
で差はありません。
教材費や行事費など保育料以外の費用は施設により異なります。

15. よくある質問 Q＆A
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Q6:保育時間（標準時間と短時間）はどのように決まりますか？

A:保護者の事由によって「保育標準時間」と「保育短時間」のどちらかの区分に認定し
ます。
「保育短時間」のみの事由 → 「求職活動中」「育児休業中」「家庭にて未満児を保育し
ている」
「就労」は勤務時間等によりどちらかの区分に認定します。

Q7:早く申し込めば優先されますか？

A:早く申し込んだ方が優先されるのではなく、保護者の事由等により指数を加算し、
施設の状況等を踏まえて指数が高い方から利用調整をします。

Q8:申込の結果はいつわかりますか？

A:次年度の入所に向けた認定事務が集中するために審査および利用調整に時間を要
することから、結果は１２月中に「支給認定証」および「利用調整結果通知書」の送付に
てお知らせする予定です。

Q9:希望していた施設に利用調整されなかった場合、キャンセル待ちはできますか？

A：キャンセル待ちはありません。施設を利用している児童が退所し、定員に空きが出
た場合は、その都度年度途中入所の募集を行います。
募集を行う際、町HPおよび「すくすく子育て応援！LINE」にてお知らせいたします。
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児童が風邪など病気になってしまったときでも、以下の制度で、保育施設を利用す
ることができます。利用にあたっては予め利用登録が必要となります。

16. 病児・病後児保育
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17. ファミリー・サポート・センター
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■町立保育所デイリープログラム 基本的な一日の流れとなります。

３ 歳 未 満 児 時 間 ３歳以 上 児

延長保育・異年齢保育
順次登所・健康観察(視診)

おやつの準備・手拭き
おやつ
片付け

お集まり・体操等

給食準備
給食

片付け・昼寝準備
昼寝

昼寝片付け等
おやつ

降所準備
個別検査・健康観察(視診)

あいさつ・順次降所

延長保育
異年齢保育・順次降所

閉所

７：１５

８：３０

９：２０
９：３０
９：４５
１０：００

１１：２０
１１：３０
１１：４５
１２：００
１２：３０
１２：４５
１３：００
１４：４５
１５：００
１６：００
１６：１５

１６：３０

１８：１５
１９：１５

開所
延長保育・異年齢保育
順次登所・健康観察（視診）
所持品の整理

片付け
お集まり・体操等
クラス活動

給食準備
給食

片付け・歯みがき
昼寝
昼寝片付け等
おやつ
降所準備

よい子の会・個別検査・健康
観察（視診）
あいさつ・順次降所
延長保育
異年齢保育・順次降所

閉所

・保育短時間・保育標準時間により保育時間は異なります。
・保育内容・行事等でデイリープログラムが変更になる場合もあります。

・昼寝は年間通して行います。幼児にとって健康管理上欠かせないものです。夏期は特
に疲労が激しい為、休息が必要です。１時間～２時間位一斉に昼寝をします。５歳児は就
学の為、早めに終了します。

18. 町立保育所に入所が決まったら
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■ 保育料の口座振替について

保育料は、毎月月末に納付していただきます。
お支払方法は「口座引き落とし：口座振替」です。引き落としができなかった場合は
納付書でのお支払いとなります。

➢ 当月分保育料の引き落とし日及び納付期限
・月末が平日の場合は月末
・月末が土日祝祭日の場合は翌平日 ※１２月のみ２５日

➢ 口座振替手続きが完了するまでは・・・
保育所経由でお渡しする納付書で納付をお願いします。

なお、手続きから振替の開始までに日数がかかりますので、手続きされた日によっ
ては希望開始月の翌月からの振替となる場合がありますのでご承知おきください。

４月から口座振替を開始するためには、３月中のお手続きが必要です。

➢ 口座振替手続きについては、次のとおり

①「預金口座振替依頼書兼解約・変更依頼書」に必要事項を記入し、届印を押印。
↓
②金融機関にて手続きをしてください。

附記の覧に児童名・保育所名を必ずご記入ください。

➢ 「預金口座振替依頼書兼解約・変更依頼書」は面接時に配布します。

取り扱い金融機関

① 山梨中央銀行 ⑥ 北富士農業協同組合

② みずほ銀行 ⑦ クレイン農業協同組合

③ 山梨信用金庫 ⑧ やまなしみらい農業協同組合

④ 都留信用組合 ⑨ 中央労働金庫

⑤ 山梨県民信用組合 ⑩ ゆうちょ銀行

町立保育所の場合
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■土曜保育について
土曜日に家庭で保育できない場合（就労証明書にて土曜日の就労を確認できる場
合）に限り、土曜保育を利用可能です。対象は町立保育所に入所している児童のみで
す。
・実施場所：勝山保育所：富士河口湖町勝山4136-1 ℡：０５５５－８３－２１２４

・実施日：毎週土曜日

・利用料金：月額保育料に含まれています。

・申込先 ：各公立保育所 ※前月１５日までに申込書を提出してください。

・持ち物：水筒（水・お茶）、ナフキン、手拭用半タオル、お昼寝布団、上履き
カラー帽子（かぶってきてください）

・未満児のみ：体温計、お食事エプロン（２歳児：１枚 １、０歳児：２枚）
おむつバッグ（おむつ５枚・おしりふき・ビニール袋３枚）

土曜保育の利用は給食食材の手配があることから、申込みの期日は厳守でお願いし
ます。
４月から入所される児童の土曜保育は、面接時に聞き取りをしたご希望をもとに利用
を予定しております。面接時の希望から変更がある場合には、通所保育所へ連絡をお
願いいたします。

■ホリデー保育について
日曜・祝日に家庭で保育できない場合に限り、（別途就労証明書を確認）ホリデー保
育を利用できます。対象者は町民で、満１歳以上（４月2日時点）の児童です。

実施場所：勝山保育所 富士河口湖町勝山4136-1 ℡：０５５５－８３－２１２４

実施日時：日曜・祝日 9時～１７時
※お昼寝中（13時～15時）のお迎えはご遠慮ください。

利用料金：４時間以内２，０００円、４時間を超える場合は１時間毎５００円
一日最大利用で４，０００円（先払い）

申込先 ：公立保育所通所児童：通所先
上記以外施設：役場窓口 ※２週間前までに申込書を提出してください。

持ち物：昼食、おやつ、飲物、上履き、ふとん

※申込後、利用しなくなった場合には勝山保育所へ早急に連絡をお願いします。

町立保育所の場合
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町立保育所の場合

■延長保育を利用したい
お迎えが間に合わない等の理由がある場合には延長保育が有料で利用可能です。
事前に各保育所へ「延長保育利用申請書」を提出してください。

保育標準時間：１８時１５分から１９時１５分までが延長保育となります。

保育短時間 ： １６時３０分から１９時１５分までが延長保育となります。

【延長保育料金】
保育標準時間： １８時１５分から１９時１５分 ２００円
保育短時間： １６時３０分から１９時１５分 １時間２００円

延長保育利用の場合、児童の引渡し時に署名と時間の記入をお願いします。支払いは、
まとめて月払いになります。

※早朝保育（７時１５分～８時３０分）については、延長保育利用申請書の提出および就
労状況等の聞き取りにより決定いたします。

■保育所を退所したい

町外への引っ越しなどで、保育所を利用しなくなる場合には、「退所届」の提出が必要
となります。

◆手続きの流れ
途中退所する場合は、保育所に連絡し、通所保育所へ「退所届」を提出してください。
口座振替の解除手続き等ありますので、退所が決まり次第、早急にご連絡をお願いし
ます。また転出に伴い、町外の保育所等を利用する予定の方は、退所が決まり次第、異
動先の自治体保育所窓口までお問い合わせください。

■ 保護者の方へお願い

入所申込み後または入所後、以下のように変更が生じた場合は、保育所もしくは町役
場子育て支援課へ必ずご連絡ください。

①児童が病気などで長期欠席をする場合（１カ月以上）
②住所が変わった場合（町内での転居、町外への転出、など）
③家族の状況に変化が生じた場合（離婚・再婚・保護者の変更）
④保護者が退職・就職・転職したとき
⑤修正申告などで、市町村民税額に変更があったとき
⑥入所を希望する保育所を変更するとき
⑦入所の申し込みを取り下げるとき
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■ その他事項
◆保険
独立行政法人日本スポーツ振興センター＝災害共済給付制度
（全園児加入・掛け金は町負担）保育中の園内の怪我や事故を補償。

◆個人情報の保護
保護者への緊急連絡網の配布・スナップ写真・ＣＡＴＶ放送等・コドモン利用、他管理運
営の為の保育所の書類等に関して保護者の同意を頂きます。漏洩防止・安全管理・個
人情報には十分配慮いたします。

町立保育所の場合

■ ICTシステム「コドモン」について

富士河口湖町では令和2年度より、町立保育所における「保育の質向上」を目的に、
保育支援システム「コドモン」を導入しております。以下のような場合にコドモンを利用
しています。

・保育所からのお知らせ（園だより等各種通知）
・保護者から保育所への連絡（欠席・お迎え連絡）
・保育所各種事務 等

緊急時連絡においても、従来の連絡網に代わる手段として即時配信可能なコドモン
を活用しています。

■ 新型コロナウイルス感染症対策について

町立保育所では、厚生労働省の通知に基づき、毎日の検温や手指消毒、各種行事の
実施方法の見直し、外部業者等の出入り制限など「感染リスクを低減」するための対策
を実施しております。

検温では、コドモンアプリを利用した「毎日の検温結果提出」を保護者様へお願いし
ており、看護師による健康観察をしています。
また、低年齢児でもわかりやすい動画教材を制作し、手洗いの徹底等予防対策を実
施しております。
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◆申込書などの様式ダウンロードなどはこちらから

富士河口湖町 保育所申込

すくすく子育て応援！
LINE

配信中！

富士河口湖町
すくすく子育て

登録完了

1
QRコード
読み込み

2 友だち追加 3

◆子育て世帯向けの情報をLINEで配信しています
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19. 町立保育所紹介ビデオ

「ようこそ！保育所へ」 放映決定！

新型コロナウイルス感染症対策として、令和５年度町立保育所見学会は中止となりま
した。代替え措置として、町立保育所では紹介ビデオを制作し、以下の時間帯に放送し
ます。保育所選定のご参考となれば幸いです。

TV版 「こうほう富士河口湖」 放送日程

河口湖有線テレビ放送 11ch
毎日放送（原則、日曜日に内容更新）

7時30分～ 8時00分

12時30分～13時00分

19時30分～20時00分

23時30分～ 0時00分

北富士有線テレビ放送（勝山、旧足和田村地区） 10ch、サブch
毎日放送（原則、日曜日に内容更新）

（月曜日～土曜日） （日曜日）

9時00分～ 9時30分 9時00分～ 9時30分

13時30分～14時00分 16時00分～16時30分

16時00分～16時30分 22時00分～22時30分

19時00分～19時30分

22時00分～22時30分

※月～土曜の13時30分～14時00分、19時00分～19時30分については10ch 
それ以外はサブchで放送されます。

放映日時は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

期間 ： ９月2５日（日）～10月８日（土）
１０月１６日(日)～１０月２９日(土)
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新型コロナ感染症予防対策として分散化し、下記のとおり申請書の受付を実施します。
第一希望施設・希望クラスにより受付日・受付時間が異なります。

・令和５年度から転園を希望する場合には新規入所手続きが必要です。
・認定こども園（教育）、幼稚園等のお申込は希望園毎に異なります。
・２次受付は１次選考後、「入所枠に空き」がある場合のみ行います。
・Fujiこどもの家バンビーノの森をご希望の場合には「園の確認印」が必要です。
提出前に園へお申し出ください。

！

20. 令和５年度新規入所申請 受付日一覧

第一希望施設 受付日 クラス 受付時間 提出先

船津保育所 10/25(火)

１～２歳児クラス ９：３０～１１：００
富士河口湖町役場1階
コンベンションホール

３～５歳児クラス １３：３０～１５：００

こもも保育所 10/26(水)

０歳クラス ９：３０～１１：００
富士河口湖町役場1階
コンベンションホール

１～２歳クラス １３：００～１４：００

ウブントゥ保育園
おほしさま
おつきさま

キッズプラザ
Poca-Poca

10/27(木) 全クラス
１０：００～１１：３０
１３：３０～１５：００

富士河口湖町役場1階
子育て支援課

認定こども園
ドリームツリー
（保育）

Fujiこどもの家

バンビーノの森
（保育）

町外施設（保育）

10/28(金) 全クラス
１０：００～１１：３０
１３：３０～１５：００

富士河口湖町役場1階
子育て支援課

小立保育所
11/1(火)

１～２歳クラス ９：３０～１１：００

富士河口湖町役場1階
コンベンションホール３～５歳クラス １３：３０～１５：００

河口保育所 全クラス ９：３０～１１：００

勝山保育所
大石保育所
足和田保育所
富士ヶ嶺保育所

11/2(水) 全クラス ９：３０～１１：００
富士河口湖町役場1階
コンベンションホール
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