
令和４年度随時入所の電子申請を行う前に

幼稚園（１号認定）を利用の方は，電子申請ではなく，施設へ直接申し込みを行ってください。

必要書類をお手元に準備し，電子申請を行ってください

電子申請を行った後，申請内容を修正するには子育て施設課へご連絡ください。（TEL：0823-25-3144）

その他，入力方法等にご不明な点がございましたら，子育て施設課にご連絡ください。（TEL：0823-25-3144）

日本語が難しい方は，国際交流センターにご相談ください。（TEL：0823-25-5607）

申込みができるのは，入所月の前月１日～１５日までです。

広域入所の申請は必要書類をご準備の上，子育て施設課（市役所 本庁３階）へご提出ください。

※１号認定と２号認定の併願はできませんのでご注意ください。

児童ひとりに一つの申請が必要です。（２人以上申請する場合は、児童ごとに申請してください）



利用規約に同意し，申請を始める

利用規約を確認の上，「利用規約に同意する」
をチェックし，申請を開始してください。



1/12 申請者の情報を入力

申請者の情報を入力してください。

郵便番号を入力し、「住所を自動入力」を押
すと自動的に住所が入りますので、町名以降を
入力してください。

★注意★
申請が正式に完了すると、こちらのアドレスへ
noreply@mail.graffer.jp から受付完了メールが届きます。
上記のアドレスから申込みの結果等についてお伝えする

場合がございますので、受信可能であるかスマートフォン
等の設定を必ずご確認ください。

mailto:noreply@mail.graffer.jp


2/12 申込み児童の情報を入力

申込み児童の情報を入力してください

こちらを選択した場合は、転入予定日を入力し
てください。未定の場合は入所月の1日を入力し
てください



2/12 申込み児童の情報を入力

減免制度の説明を確認し、該当する場合は
「はい」にチェックを入れてください。

その他、該当する項目がある場合はチェック
を入れていただき、必要項目を入力・必要書類
を添付してください。



2/12 申込み児童の情報を入力

該当する項目がある場合は、チェックを入れ
ていただき、必要項目を入力・必要書類を添付
してください。

★注意★

※アレルギー、障害手帳、成長に心配がある等
に該当する場合は、必ず申込み施設が受入体制
が整っているか、見学などを行った上で申込み
をしてください。

見学等を行わずに申込みを行った場合、後ほ
ど行われる面接で受入ができないと判断した場
合、希望施設どおりの調整が行うことができな
くなりますので、ご了承ください。



3/12 希望の保育時間等を入力

希望する保育時間及び保育期間を入力してく
ださい。

なお、求職活動、育児休業中の場合は保育標
準時間を選んでも、保育短時間となります。

また、勤務時間が短い場合、保育短時間の認
定を行うことがありますのでご了承ください。



4/12 入所希望施設を入力

入所希望施設を入力してください。

第2希望以降で入所希望施設がない場合は、
《以下、希望施設はありません》を入力ください。

入所の可能性を広げるために、できるだけ多くの
施設を入力することをおすすめします。

面接の案内をした際に、辞退することがないよう、
実際に通うことができる施設のみ入力してください。

面接後に辞退をされますと、他の申込み児童が入
所できなくなりますので、そうしたことのないよう
お願いします。

次の中から希望施設を選択してください。定員に空きがない施設を選択した
場合、入所ができず「入所保留通知書」が発行されますのでご注意ください。



5/12 同時に申込む児童・既に保育
園等に通っている児童を入力

同時に新規・転所する児童がいる場合、既に
保育園等に通っている児童がいる場合は、
その児童についての情報を入力してください。



一部の幼稚園や認可外の保育所を利用している
場合は一覧に施設名がない場合がございますの
で、こちらへ入力してください。

★注意★

児童ごとに申請が必要となりますので、こち
らで入力した児童につきましても、別途、新
規・転所の入力をしてください。

5/12 同時に申込む児童・既に保育
園等に通っている児童を入力



6/12 児童の保護者1人目の状況を入力

保護者1人目の状況を入力してください。



保育所等に預ける理由を入力し、必要な書類を
添付してください。

《就労》
就労証明書に記載のある、１ヶ月あたりの労働

時間を入力してください。
１ヶ月あたりの就労時間が48時間以上でないと、

入所することができません。

【添付書類】
就労証明書

6/12 児童の保護者1人目の状況を入力



保育所等に預ける理由を入力し、必要な書類を添
付してください。

《就労予定》
入所希望月の翌月から働く場合は、《就労予定》

を選択してください。

（例：４月入所希望の場合、５月に復職予定、
もしくは５月採用予定）

就労証明書に記載のある月あたりの労働時間を入
力してください。

１ヶ月あたりの就労時間が48時間以上でないと、
入所することができません。

【添付書類】
就労証明書

6/12 児童の保護者1人目の状況を入力



保育所等に預ける理由を入力し、必要な書類
を添付してください。

《妊娠・出産》
分娩予定月を含む前後２か月の月末まで（計5

か月）を《妊娠・出産》を理由に保育所等に預
ける理由として認定できます。
（例：分娩予定月が５月の場合、３月～７月

まで認定できます）

【添付書類】
母子手帳の表紙（保護者名が記載されたもの）

＋
母子手帳の分娩予定月が記載されたページ

6/12 児童の保護者1人目の状況を入力



保育所等に預ける理由を入力し、必要な書類を添付し
てください。

《疾病・障がい》

該当する状態を選択してください。

【添付書類】
《障害》

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
いずれかの等級と有効期間の記載ページ
《疾病》

診断書

6/12 児童の保護者1人目の状況を入力



保育所等に預ける理由を入力し、必要な書類を添付し
てください。

《介護等》
１か月あたり介護、看護に要する時間数を入力してく

ださい。

【添付書類】
介護・看護申立書

＋
タイムスケジュール

＋
（介護・看護対象者の下記①・②・③のいずれか）
①身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
いずれかの等級と有効期間の記載ページ
②診断書
③介護保険証

6/12 児童の保護者1人目の状況を入力



保育所等に預ける理由を入力し、必要な書類を
添付してください。

《災害復旧》
火災、風水害、地震などの復旧にあたっている

方はこちらを選択してください。

【添付書類】
罹災証明書

6/12 児童の保護者1人目の状況を入力



保育所等に預ける理由を入力し、必要な書類を添付
してください。

《求職活動》
保育所で預かる時間は、保育短時間のみとなります。
また、認定期間は３か月です。
３か月の間に仕事が見つからない場合は、原則

退所となりますのでご了承ください。

【添付書類】
求職活動状況申告書兼誓約書

6/12 児童の保護者1人目の状況を入力



保育所等に預ける理由を入力し、必要な書類を添付してください。

《就学中》
就学とは、学校教育法第一条に規定する学校、専修学校各種学校

その他これらに準ずる教育施設に在籍している（予定である）こと
です。

または、職業能力開発促進法に規定のある職業能力開発施設等に
おいて職業訓練等を受けている（予定である）必要があります。

【添付書類】
《在籍中の方》
就学（職業訓練）状況申立書兼誓約書

＋
カリキュラム（時間割）

＋
在学証明書

《入学予定の方》
就学（職業訓練）状況申立書兼誓約書

＋
合格通知書

6/12 児童の保護者1人目の状況を入力



保育所等に預ける理由を入力し、必要な書類を添
付してください。

《DV》
【添付書類】

保護命令等、DV状態があることが確認できる書類

6/12 児童の保護者1人目の状況を入力



保育所等に預ける理由を入力し、必要な書類を添付
してください。

《育児休業中》
申請する児童の育児休業を理由に入所することはで

きません。
入所する月の翌月に育児休業から復帰する場合は、
《2.就労予定》を選択してください。
保育所で預かる時間は、保育短時間のみとなります。

【添付書類】
就労証明書
（育児休業期間、復職年月日の欄に記載があるもの）

6/12 児童の保護者1人目の状況を入力



7/12 児童の保護者2人目の状況を入力

保護者2人目の状況を入力してください。

※ひとり親世帯の場合
保育を必要とする理由へ進んでください。
祖父母等と同居している場合も、保護者2人目
へ入力する必要はありません。



保育所等に預ける理由を入力し、必要な書類
を添付してください。

《保護者二人目は不在（ひとり親）》

【添付書類】
戸籍謄本（離婚日または死亡日のわかるもの）
児童扶養手当証書

上記のいずれか

7/12 児童の保護者2人目の状況を入力



保育所等に預ける理由を入力し、必要な書類を添
付してください。

《離婚を前提に別居中》
【添付書類】
離婚を前提にした別居中等の申告書兼誓約書

＋

調定調書（謄本）、判決確定証明書、
判決謄本 のいずれか

調停期日通知書等、弁護士との離婚協議
依頼書 のいずれか

拘禁証明、拘留証明、留置証明、在監証
明 のいずれか

警察や家庭児童センターにおける相談歴
が確認できるもの、呉市で支援措置を受
けていることがわかるもの のいずれか

《離婚調停終了》

《離婚調停中》

《拘留中等》

《DVによる避難等》

7/12 児童の保護者2人目の状況を入力



8/12 課税証明の提出の有無を入力

保育所等入所タイミング
《令和４年４月～令和４年６月》
令和３年１月１日時点で呉市に住所がない方は、令和３
年度の所得課税証明書を１月１日時点の住所地で取得し
て添付してください。

《令和４年７月～令和４年８月》
令和３年１月１日時点で呉市に住所がない方は、令和３
年度の所得課税証明書を１月１日時点の住所地で取得し
て添付してください。
令和４年１月１日時点で呉市に住所がない方は、令和４
年度の所得課税証明書を１月１日時点の住所地で取得し
て添付してください。

《令和４年９月～令和５年３月》
令和4年１月１日時点で呉市に住所がない方は、令和4
年度の所得課税証明書を１月１日時点の住所地で取得し
て添付してください。



9/12 児童の家族状況を入力

申請児童、保護者を除く同居家族全員の情報を
入力してください。

※ 申請児童のきょうだいの入力も必要です。

同時に申込みしている児童は、第１希望の園を
入力してください。

同時に申込みしている児童、既に入所している
児童は未就学児を選択してください。



10/12 世帯状況を入力

世帯の状況で該当する項目にチェックし、必要書
類が必要な場合はページ下部に添付してください。



10/12 世帯状況を入力

世帯の状況で該当する項目にチェックし、
必要書類が必要な場合は添付してください。

その他、入所に関して事前に呉市や施設へ
伝える事項がありましたら、自由記入欄に入
力してください。



11/12 育児休業から復帰される
保護者について

育児休業から職場復帰する保護者がいる場合
は「はい」を選択してください。

「はい」を選択すると、利用調整の優先順位
が最下位になりますので、入所できる可能性
が低くなります。
入所が確定したら職場復帰する予定の方は、
必ず「いいえ」を選択してください。

★注意★



12/12 同意事項を確認し入力

同意事項を確認し、チェックをしてください。



12/12 同意事項を確認し入力

同意事項を確認し、チェックをしてください。



入力内容の確認

入力内容について確認し、修正があれば
「編集する」から変更してください。



申請完了

申請が完了しました。

登録いただいたメールアドレスに完了メール
が届きますのでご確認ください。



申請内容の確認

登録いただいたメールアドレスに申請完了
メールが届きます。
申請いただいた内容は送信されたアドレス
から確認することができます。

★注意★

申請不備による再申請や入園辞退による
取下げ等に利用しますので，こちらのメー
ルは削除しないでください。


