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（１）利用施設早わかりチャート

※1 保護者が就労や出産など，家庭で保育が難しい状態をいいます。

（16ページをご参照ください。）

はじめに

3

４月１日の
お子さんの年齢は？

３～５歳 ０～２歳

「保育を必要とする事由」
に該当しますか？

該当する認定が
ありません

３号認定
(保育認定)

はい いいえ

「保育を必要とする事由」
に該当しますか？

１号認定
(教育標準時間認定)

２号認定
(保育認定)

はいいいえ

認
定
区
分

利
用
で
き
る
施
設

幼稚園
小規模・
事業所内
保育事業

地域型保育認定こども園 保育所 認定こども園

スタート

※2

認可外

※2 満３歳（年度の途中で３歳になる場合）以上のお子さんであれば，保育を必要と

する理由の有無に関わらず，幼稚園の利用は可能です。

※1



（３）令和5年度入所児童年齢表について

令和5年度保育施設を利用する際の年齢区分は下記のとおりです。

区分 生年月日

０歳児 令和 ４（2022）年４月２日～令和 ６（2024）年４月１日

１歳児 令和 ３（2021）年４月２日～令和 ４（2022）年４月１日

２歳児 令和 ２（2020）年４月２日～令和 ３（2021）年４月１日

３歳児 平成３１（2019）年４月２日～令和 ２（2020）年４月１日

４歳児 平成３０（2018）年４月２日～平成３１（2019）年４月１日

５歳児 平成２９（2017）年４月２日～平成３０（2018）年４月１日

☆クラス年齢は，令和5年４月１日時点の年齢です。年度の途中で１歳になる乳児は，

０歳児クラスに在籍となるので０歳児クラスに２年在籍する子もいます。

（２）満３歳について

＊Ａちゃん・Bちゃんは，保育所（園）・認定こども園（保育所部分）をそれぞれ４月から

利用しています。９月の誕生日で３歳になっても２人とも３月末までは２歳児扱いです。

＊Ｃちゃんは，幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）を３歳の誕生日を迎えてから利用した

ので，満3歳児扱いです。

＊Ａちゃん・Ｂちゃんは，保育所部分の２歳児クラスを利用しているので保育料はかかります。

Ｃちゃんは、幼稚園を満３歳児クラスから利用したので保育料は無償です。

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

Ａちゃん
（２歳児）

Ｂちゃん
（２歳児）

Ｃちゃん
（満３歳）

◎Ａ・Ｂ・Ｃちゃんは４月１日時点２歳です。（３人とも９月が誕生日です）

令和５年（2023年）度 入所の場合

保育所（園）・
認定こども園（保育園部分）に入所（園）

保育所（園）・
認定こども園（保育園部分）に入所（園）

幼稚園に入所（園）

年度途中で３歳になった児童は，利用している施設の種類によって取り扱いが異

なります。
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入所について

保育施設の入所につきましては，
電子申請にて期日までに申請してください。

・新年度入所について
（11ページをご参照ください。）

・年度途中入所について
（13ページをご参照ください。）

入所までの
流れについて

保育時間について
保護者の勤務時間等により保育時間が決定いたし

ます。
（22ページをご参照ください。）

保育料について

幼稚園，認定こども園の幼稚園部分の入園希望の方は，
各施設へ直接ご確認ください。

（４） フローチャート

受付
期日までに申請があったものについて，受付

を行います。

入所者の選考
各世帯の状況を点数化し，点数の高い方から

入所を決定します。
（20ページをご参照ください。）
定員の都合により，希望施設に入所できない

ことがあります。

面接
面接のご案内をメールまたは文書等により

お知らせいたします。
面接時に必要な物は別途ご案内いたします。

結果通知
支給認定証・入所承諾書を送付いたします。
（12・14ページをご参照ください。）

保育料は，保護者の世帯の市民税額に基づき決定
いたします。

（34ページをご参照ください。）
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教育・保育施設について
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就学前の子どもを対象とした呉市内の教育・保育施設は次のとおりです。

１ 施設の種類について

・就労などのため，家庭で保育ができない保護者に
代わって保育する施設です。

・保育所（園）によって入所の対象年齢は異なりま
す。

・幼稚園と保育所（園）の機能や特徴をあわせ持ち，
地域の子育て支援も行う施設です。

・３歳児からは，保護者の働いている状況に関わら
ず，教育・保育を一緒に受けます。

・保育所（園）より少人数の単位で，
０～２歳の子どもを保育する事業です。

・家庭的な雰囲気のもと，きめ細かな保育を
行います。

・保護者の就労にかかわらず利用できる教育施設で
す。

7

保育所（園）

０～５歳児

認定こども園

０～５歳児

小規模・
事業所内

保育事業（所）

０～２歳児

幼稚園

満３～５歳児



教育・保育給付認定について
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保育所（園），認定こども園（保育所部分），小規模保育事業等の利用に際しては，

保護者の就労等により，保育を必要とする認定（教育・保育給付認定）を受けることが

必要となります。教育・保育給付認定は，子どもとその保護者が居住する市町村にて

行います。

（１）認定区分について

２ 認定区分について

認定区分 クラス年齢 保育の必要性 利用できる施設

１号認定 満３～５歳 なし
幼稚園
認定こども園（幼稚園部分）

２号認定 ３～５歳 あり
保育所（園）
認定こども園（保育所部分）

３号認定※ ０～２歳 あり

保育所（園）
認定こども園（保育所部分）
小規模保育事業
事業所内保育事業

勤務時間等が
1か月48時間以上119時間以下

保育短時間
最大８時間まで

勤務時間等が
1か月120時間以上

保育標準時間
最大11時間まで

２号認定・３号認定（例 保護者が働いている場合）

◎施設が設定した時間
保護者の就労等にかかわらず
利用できます。

教育標準時間
基本４時間

１号認定

教育・保育施設を利用できる時間として，１号は「教育標準時間」，２号・３号は
「保育標準時間」「保育短時間」があります。（22ページをご参照ください。）

※ ２歳クラスの児童は，３歳の誕生日を迎える前日に３号認定から２号認定に切り替
わり，２号認定の支給認定証を新たに呉市から送付します。（手続き不要）

（クラス年齢：４月１日時点の年齢）
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利用の申請について
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（１）新年度一斉申込み（４月）について

（※１号認定（幼稚園の利用）を希望の方は，施設へ直接お問い合わせください。）

３ 申請から利用までの流れについて

受付期間

（一次募集）令和４年１０月２１日（金）～１１月 ４日（金）
（二次募集）令和５年 １月 ５日（木）～ １月１５日（日）

電子申請にて行います。（１号と２号の併願はできません）
（詳細は，くれ子育てねっとをご確認ください。）

２ 認定・入所の申請

提出書類に不備がある場合，認定をすることができないため入所申し込みを受け付け
ることができません。

申込人数が受入可能人数を超える場合は，呉市が入所者を選考します。

３ 認定審査及び利用調整

１ 施設を選ぶ

申請の前に必ず全ての希望施設について見学をしてください。

どういうところを見学で見たらいいのかわからない・・・

たとえば！！

○施設の教育方針・理念は保護者の思いや子どもに合いそうですか？

○預かってくれる時間を施設に確認しましたか？

○通いやすいところに施設がありますか？

○子どもの成長やアレルギーなど，気になることがある場合は必ず申込みの前に
施設に相談しましょう！

（施設が対応できない場合，入所（園）できない場合があります）

くれ子育てネットはこちらから

https://www.kure-kosodate.com/service/1614.html
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利用調整終了後，呉市から面接※のご案内をお送りします。
最終決定のご案内ではありませんのでご注意ください。

面接のご案内の中に記載してある施設に保護者から連絡していただき，面接時間
等を確認の上，面接を受けてください。

★面接等を辞退する場合，次回の募集で新たに申込みをしていただくことになり
ますのでご了承ください。

※面接とは・・・児童の状態（アレルギー・疾患・発育等）や世帯状況等を施設に
伝えていただくものであり，施設が児童を安全に受け入れる体制
にあるかの確認をするためのものです。

４ 面接のお知らせ

認定審査と面接により，呉市で最終決定を行った上，次の予定で支給認定証及び
入所承諾書をお送りします。

（一次募集）１２月下旬頃送付予定
（二次募集）２月下旬頃送付予定

５ 認定証及び入所承諾書の交付

注 意 事 項

・施設の面積や保育士数，児童の様子等の理由により，希望施設へ入所ができない場合
は，呉市から他の施設をご案内させていただくことがあります。

・保育の必要性（育児休業の延長等）や家庭の状況等に変更があった場合は，必ず子育
て施設課まで連絡してください。

・申請後，家庭状況や就労状況などにより，入所の必要がなくなった場合，必ず子育て
施設課にご連絡の上，教育・保育施設入所申込みの取り下げの手続きをしてください。

※入所決定後，申請の内容と事実が異なり，入所要件が満たされないことが判明した場
合は，教育・保育給付認定と入所承諾を取消す場合があります。
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（２）随時申込み（４月～翌年３月）について

（※１号認定（幼稚園の利用）を希望の方は，施設へ直接お尋ねください。）

受付期間

入所を希望する月の前々月25日から前月10日までに電子申請にて行います。
（詳細は，くれ子育てねっとをご確認ください。）

２ 認定・入所の申請

１ 施設の選び方

申請の前に必ず全ての希望施設について見学をしてください。

どういうところを見学で見たらいいのかわからない・・・

たとえば！！

○施設の教育方針・理念は保護者の思いや子どもに合いそうですか？

○預かってくれる時間を施設に確認しましたか？

○通いやすいところに施設がありますか？

○子どもの成長やアレルギーなど，気になることがある場合は必ず申込みの前に
施設に相談しましょう！

（施設が対応できない場合，入所（園）できない場合があります）

https://www.kure-kosodate.com/service/846.html くれ子育てネットはこちらから
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募集月 募集期間 募集月 募集期間

4月 2/25（土）～3/10（金） 10月 8/25（金）～ 9/10（日）

5月 3/25（土）～4/10（月） 11月 9/25（月）～10/10（火）

6月 4/25（火）～5/10（水） 12月 10/25（水）～11/10（金）

7月 5/25（木）～6/10（土） 1月 11/25（土）～12/10（日）

8月 6/25（日）～7/10（月） 2月 12/25（月）～ 1/10（水）

9月 7/25（火）～8/10（木） 3月 1/25（木）～ 2/10（土）



認定審査と面接により，呉市で最終決定を行った上，申請から30日以内に支給認定

証及び入所承諾書をお送りします。

５ 認定証及び入所承諾書の交付

４ 面接のお知らせ

注 意 事 項

利用調整終了後，呉市から面接※のご案内をお送りします。
最終決定のご案内ではありませんのでご注意ください。

面接のご案内の中に記載してある施設に保護者から連絡していただき，面接時間
等を確認の上，面接を受けてください。

★面接等を辞退する場合，次回の募集で新たに申込みをしていただくことになり
ますのでご了承ください。

※面接とは・・・児童の状態（アレルギー・疾患・発育等）や世帯状況等を施設に
伝えていただくものであり，施設が児童を安全に受け入れる体制
にあるかの確認をするためのものです。

・施設の面積や保育士数，児童の様子等の理由により，希望施設へ入所ができない場合
は，呉市から他の施設をご案内させていただくことがあります。

・保育の必要性（育児休業の延長等）や家庭の状況等に変更があった場合は，必ず子育
て施設課まで連絡してください。

・申請後，家庭状況や就労状況などにより，入所の必要がなくなった場合，必ず子育て
施設課にご連絡の上，教育・保育施設入所申込みの取り下げの手続きをしてください。

※入所決定後，申請の内容と事実が異なり，入所要件が満たされないことが判明した場
合は，教育・保育給付認定と入所承諾を取消す場合があります。
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提出書類に不備がある場合，認定ができないため申請を受け付けることができませ
ん。
申請人数が受入可能人数を超える場合は，呉市が入所者を選考します。

３ 認定審査及び利用調整



〇 申請前に必ず施設見学してください。

〇 申込みは電子申請で行います。
下記のＱＲコードまたはリンクから
申請してください。

〇 申込み期間
（一次募集）
令和４年10月21日（金）～
令和４年11月 4日（金）

（二次募集）
令和５年１月 5日（木）～
令和５年１月15日（日）

〇 二次募集については，令和５年１月
上旬にくれ子育てネットに掲載予定。

電子申請の流れ

◎電子申請で申し込み・・・必要書類を用意して申請を始めてください。

◎面接のご案内を送付・・・最終決定の案内ではありません。

記載のある施設で，必ず面接をしてください。

面接を辞退された場合，改めて申込みをして

ください。

③

①

◎利用調整・・・・・・・呉市で認定に関する審査を行います。

④

②

４月の一斉申込みについて

◎支給認定証・
入所承諾書の送付・・・（一次募集）１２月下旬頃

（二次募集）２月下旬頃

（随時募集）申請から30日以内に支給認定証・
入所承諾書を発送

（３）４月（一斉申込み）・随時申込み（４月～翌年３月）の流れ

〇 申請前に必ず施設見学してください。

〇 申込みは電子申請で行います。
下記のＱＲコードまたはリンクから
申請してください。

〇 入所希望月の前々月25日に空き状況が
くれ子育てネットに掲載されますので，
空き状況を確認し，申込んでください。

〇 申込み期間
入所希望月の前々月25日～前月10日

（例：5月入所希望の場合，３月25日
から4月10日の間に申込みを行って
ください。）

４月～翌年３月の随時申込みについて

15
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保育の必要性に関する書類の内容により，入所承諾の期間が異なります。

４ 保育施設利用の理由の必要書類と
入所承諾期間について

保育の必要性
の事由

必要書類 入所承諾期間

就労
（会社勤務）

１か月に48時
間以上仕事を
している

就労証明書

【勤務実績が３か月以上の場合】
就学前まで

【勤務実績が３か月未満の場合】
３か月後の月末まで

就労
（自営業）

１か月に48時
間以上仕事を
している

就労証明書
（事業所のある民生児童委員
による記載が必要）
（株式会社・有限会社・合同
会社を経営している方は，会
社が証明書を作成してくださ
い。）

【勤務実績が３か月以上の場合】
就学前まで

【勤務実績が３か月未満の場合】
３か月後の月末まで

妊娠出産

出産を控えて
いる
産後である

母子手帳の表紙
（保護者名の記載がある）

＋
分娩予定日の記載ページの写
し

計２点

分娩予定月を含む
前後２か月の月末まで
（計５か月）

分娩予定日が５月の場合，３月から
７月末まで

障がい

保護者の心身
に障がいがあ
る

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
ジの写し

【有効期間がない（無期限の）場合】
就学前まで

【有効期間がある場合】
有効期間満了の月末まで

疾病

保護者が病気
を患っている

診断書

【保育ができない期間の記載がある場合】
期間満了月の月末まで

【保育ができない期間の記載がない場合】
最長３か月後の月末まで

保育施設を利用するためには，保護者の就労等の保育を必要とする理由（「保育
の必要性」の事由）が必要となります。
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保育の必要性
の事由

必要書類 入所承諾期間

介護・看護

保護者が親族
の介護・看護
をしている

「⑲ 介護・看護申立書」
＋

「⑲-２ タイムスケジュール」
＋

Ａ Ｂ Ｃ のいずれか
（詳細は下の欄をご覧ください）

計３点

添付書類Ａ・Ｂ・Ｃについて

Ａ 介護・看護対象者の

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
の記載ページの写し

Ｂ 診断書

Ｃ 介護保険被保険者証

いずれかの写し

介護・看護が必要な期間まで

または

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
診断書

の有効期間の該当月の月末まで

災害復旧

火災，風水害，
地震などの復
旧にあたって
いる

罹災証明 年度末まで

求職活動

継続的に求職
活動または起
業準備を行っ
ている

求職活動状況申告書兼誓約書 ３か月後の月末まで
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保育の
必要性の事由

必要書類 入所承諾期間

就学

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）

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）

【入学前の方】
「㉒ 就学（職業訓練）状況
申立書兼誓約書」

＋
合格通知書

計２点

【入学前の場合】
入学予定日の月末まで

【在籍中の方】
「㉒ 就学（職業訓練）状況
申立書兼誓約書」

＋
在学証明書

＋
カリキュラム

計３点

【在籍中の場合】
修了予定日の月末まで

ＤＶ

虐待やDVのおそ
れがある

保護命令等 小学校就学前まで

育児休業
（当該児は除く）

育児休業できょう
だい（育児休業対
象児以外）を預け
る

就労証明書の
『13 育児休業の取得』
『14 復職（予定）年月日』
の欄に記載があるもの

復職予定日の前月末まで

その他

上記以外の理由で
市が認めるもの

状況に応じて 状況に応じて
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◆世帯の状況等に関する書類について

区分 世帯状況 必要書類

世
帯
に
関
し
て

障がい児・者がいる世帯

身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
特別児童扶養手当

いずれかの
等級と有効期間の記載ページの写し

生活保護世帯 生活保護受給証明書等

ひとり親世帯

戸籍謄本（離婚日が記載されたもの）
児童扶養手当証書
ひとり親家庭医療受給者証

のいずれかの写し

離婚を前提に別居中
「㉑ 離婚を前提にした別居中等の申告書
兼誓約書」と理由による添付書類

収
入
に
関
し
て

令和３年中及び令和４年
中に海外勤務をしていた方

それぞれの年での所得と控除（社会保険
料等）を証明できる書類
（呉市に所得情報がない場合）

令和４年１月１日時点で
他市区町村に住民登録をさ
れていた方

令和４年度市民税課税証明書
（令和４年１月１日の住民登録地で発行）

令和５年１月１日時点で
他市区町村に住民登録をさ
れていた方

令和５年度市民税課税証明書
（令和５年１月１日の住民登録地で発行）
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入所申請者数が定員を超える場合は，各世帯の状況を点数化し，入所者を
選考します。（利用調整）

５ 入所の選考（利用調整）について

点数

50 １月当たり160時間以上就労

45 120時間以上 160時間未満

40 100時間以上 120時間未満

35 60時間以上 100時間未満

30 48時間以上 60時間未満

40 １月当たり160時間以上就労

35 120時間以上 160時間未満

30 100時間以上 120時間未満

25 60時間以上 100時間未満

20 48時間以上 60時間未満

40

50

45

40

50

45

40

45 １月当たり160時間以上介護・看護

40 120時間以上 160時間未満

35 100時間以上 120時間未満

30 60時間以上 100時間未満

25 48時間以上 60時間未満

50

30

10

介護・看護
の時間

妊娠・出産

保護者の
疾病・障害

疾病

ひとり親世帯の場合
求職活動中

別表第１（第３条関係）

ひとり親以外の世帯の場合

身体又は精神障害者手帳1・2級，療育手帳Ａ

身体又は精神障害者手帳3・4級，療育手帳Ｂ

手帳が交付され，保育が困難

疾病により保育に支障がある

就業時間

事由の状況

入院または自宅での病臥が常態

利用調整基準（基本指数）

事由

就労

入所月の翌月から
就労予定（復職予

定）
就業時間

常に自宅での安静を要する

災害復旧

障害

親族の介護・看護
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50 １月当たり160時間以上就学

45 120時間以上 160時間未満

40 100時間以上 120時間未満

35 60時間以上 100時間未満

30 48時間以上 60時間未満

△10

50

30

15

家庭での保育が困難な場合

ひとり親世帯の場合

虐待・ＤＶ

育児休業中

就学時間
就学

※保護者のそれぞれの点数を加算。
　 ひとり親世帯の場合は，２を乗じた点数とする。

ひとり親以外の世帯の場合

通信制学校等，主に自宅での就学の場合

その他市長が特に
必要と認める場合

状況に応じて判定

別表第２（第３条関係）

利用調整基準（調整指数）

50

50

20

20

15

15

10

10

10

10

10

別表第３（第３条関係）

点数が同一の場合の優先順位

1

2

3

4

5

6

7

8

9 市区町村民税所得割額の低い世帯

特別な配慮が必要な場合

保護者のいずれかが育児休業から復帰予定者又はすでに復帰している者

保護者のいずれかが単身赴任中

兄弟姉妹が同時に利用申し込みをする場合

利用申込児童の同一世帯の者（保護者を除く）が身体，精神障害者手帳又は療育手帳を交付されている

生活保護世帯（就労の場合）

生計維持者の失業

扶養する１８歳未満の子の人数が多い

保護者が身体，精神障害者手帳又は療育手帳を交付されている

利用申込児童が身体，精神障害者手帳又は療育手帳を交付されている

ひとり親世帯で，同居親族がいない

利用申込児童の兄弟姉妹が同一保育施設を利用中

親族の介護をしている（介護以外の場合）

虐待・ＤＶの理由での入所

利用申込児童が身体，精神障害者手帳又は療育手帳を交付されている

保護者が呉市内で保育士として就労（予定を含む）

ひとり親世帯

保護者が身体，精神障害者手帳又は療育手帳を交付されている（疾病・障害以外の場合）

兄弟姉妹がすでに入所している場合
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６ 保育施設の保育時間について

保育施設の開所日は，基本月曜日～土曜日です。

開所時間については，施設により異なります。

◆教育標準時間について（１号認定）

基本４時間の預かり時間ですが，施設によって時間帯や長さが異なります。

◆保育標準時間・保育短時間について（２号・３号認定）

保護者の状況により，利用可能時間が「保育標準時間」か「保育短時間」のどち
らかに決まります。

保育標準時間
（最長11 時間）

就労（月120時間以上），妊娠・出産，疾病・障がい，
就学（月120時間以上），介護・看護（月120時間以上），
災害復旧，ＤＶ

保育短時間
（最長８時間）

就労（月48時間以上），妊娠・出産，
疾病・障がい，就学（月48時間以上），
介護・看護（月48時間以上），
災害復旧，ＤＶ，求職活動，育児休業

例

※ 認定された利用時間（標準時間・短時間）を超えたときは「延長保育」となり，保育

料とは別に延長料金が必要となります（無償化の対象外）。

7:00 8:30 12:30 16:30 18:00 19:00

開所時間

保育標準時間（２号・３号） 延長

延長 保育短時間（２号・３号） 延長

延長 教育標準時間（１号） 延長
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７ 結婚・離婚等による世帯変更の手続きについて

結婚・離婚等によって世帯が変更になった場合は，保育の必要性や保育料・副食

費が変わる可能性があるため，手続きが必要です。

世帯変更の理由 必要な手続き

結婚したとき

婚姻日が記載された戸籍
＋

新たな配偶者の保育の必要性に関する書類
＋

「④ 保育の必要性の認定変更申請書」

の３つを利用施設に提出。

（再婚の場合は養子縁組の有無が確認できるもの）

離婚したとき

離婚日が記載された戸籍
＋

「④ 保育の必要性の認定変更申請書」

の２つを利用施設に提出。

養子縁組や
認知届の届出を
提出したとき

養子縁組や認知等に関する戸籍上の届出をした場合は

内容の確認ができる戸籍の届出が必要です。
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24

８ 保育の必要性等に変更があったときについて

申請後に保育の必要性等が変更になった場合は，手続きが必要です。

（例）引っ越しをした。

仕事を辞めて求職活動をすることにした。

妊娠・出産で入所したが，その後育児休業を取得することになった。

治療中の怪我が完治した。等

「④ 保育の必要性の変更申請書」をご記入のうえ，必要書類を添付し，速やか
にご提出ください。

※ 保育必要量を変更したい場合（短時間から標準時間に変更等）は，変更希望月
の１日までに呉市に必要書類をご提出ください。

☆呉市外への転出の手続きをされた場合，転出日の属する月末まで現在利用中
の保育施設をご利用できます。

呉市外へ転出された後も，現在利用中の保育施設をご利用されたい場合は，
別途手続きが必要となります。（28ページをご参照ください。）

呉市外へ転出される方は，転出の手続きをする前にお問い合わせください。



９ 育児休業中の方について

新たに保育施設へ入所を申請する育児休業中の方

育児休業取得中であっても，育児休業対象児童の保育施設の入所申請は可能ですが，
入所後は，翌月までに復職し，復職後，速やかに「復職日」の記載のある就労証明書
を通っている保育所（園）に提出してください。
※入所後に復職が延期になった場合は， ページ46のNo. 29 をご覧ください。

★ 育児休業取得の当該児が入所する場合は，他のきょうだいが未入所であっても必
ず復職が必要です。

（例）下の子どもの育児休業を取得しており，復職に伴い，上の子どもと同時に入所
申込をし，下の子どもだけが入所，上の子どもが保育所が決まらず未入所となっ
た場合，取得している育児休業の延長をして下の子どもだけを入所させることは
できないため，下の子どもは退所となります。（１号認定を除く）

４月入所

きょうだい同時申込みをした場合

弟

兄

図にすると・・・

（育児休業対象者）

同
時
申
込
み

利用調整

利用調整

弟が入所するには
必ず仕事に復職する必要があります。

育児休業を延長して
弟だけ入所することはできません。

（保育の必要性の事由がないため。）

（入所不可能）

（入所可能）

このとき
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◎令和５年４月からの保育所入所保留通知書の発行の流れ

くれ子育てねっとで施設の空き状況を確認

電子申請で入所申し込み（申込み希望月の前々月２５日～前月１０日）

入所不可入所可

施設入所

◆発送について
・１０日までに電子申請を行ったものについては、１２日以降に発送予定。
・１１日以降に申請したものについては，基本受付を行っておりません。

※詳しい申請方法はくれ子育てネットをご覧ください。

「入所保留通知書」を発送

★ 育児休業給付金の支給延長の手続きについては，保育施設の申請の前に
あらかじめ所属する会社の担当者またはハローワークへご確認をお願いします。

10 入所保留通知書（入所不承諾書）について
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広域入所について
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◆広域入所とは

保育を必要とする児童を居住地の市区町村以外の市区町村にある保育所（園）に
入所させることをいいます。
呉市在住の児童が，呉市外の保育所へ入所することを委託，他市区町村在住の児

童が，住民票を移さずに呉市内の保育所等へ入所することを受託といいます。

◆広域入所ができる条件

広域入所には条件があります。

１.母親が里帰り出産をする場合（父親が求職活動・育児休業中を除く）

２.父親もしくは母親の勤務地が希望施設のある市区町村にある場合

（他方の親が求職活動・育児休業中を除く）

11 呉市外の施設利用について

◆注意点
・里帰り出産の理由での希望期間は最長で出産予定月を挟む前後２か月の合計５
か月までです。

・就労の理由での希望期間は最長で年度末までです。
次年度も利用を希望する場合は，改めて申込をする必要があります。

・入所の優先度は，希望施設の市区町村に住民票がある児童が優先され，その後
入所の可否を決定するため，次年度も同じ施設を利用できるとは限りません。

・市区町村により受付期間や必要書類，選考基準が異なります。必ず希望施設
のある市区町村に事前に確認してください。

◆広域入所の流れ

◎重要◎

委託も受託も居住
地の市区町村が認定
を行っています。
よって，呉市から

の転出もしくは転入
される場合は住所を
異動させる１か月以
上前には居住地の市
区町村に必ずその旨
をお伝えください
（連絡が遅れると継
続して通えない場合
があります）。
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保育料等について
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12 保育施設利用に係る費用・無償化について

（１） 保育料（0 歳～２歳児）の算定について

保育料は，保護者の市町村民税所得割額によって決定されます。

算定基準は以下のとおりです。他市町村に住民票がある方は，その市町村が保育料を

決定しますので，お住まいの市町村にご確認ください。

利用する保育施設による保育料の違いはありません。

保育料 算定方法

令和５（2023）年４月～８月分
令和４（2022）年度
市町村民税所得割額に基づいて算定

令和５（2023）年９月～翌年３月分
令和５（2023）年度
市町村民税所得割額に基づいて算定

◆ 当該年度の市町村民税所得割額は，前年１月～12月の収入状況に基づき決定

されます。

◆ 市町村民税所得割の額については，住宅取得等特別控除，寄付金税額控除，

配当控除，外国税額控除等は適用しません。ただし，調整控除は適用されます。
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◆ 祖父母等と同居している場合で，保護者の保育料算定基準年度の収入が児童

手当などを含め103万円に満たない場合は，祖父母等の市町村民税所得割額に

よって決定する場合があります。

ただし，直近３か月における月収が継続してあり，年間収入が103万円を

超える見込みがたつ場合は祖父母を算定対象から外すことができます。

◆ 呉市で当該年度の市町村民税所得割額が把握できる方（各年度の１月１日に呉

市に住民登録のある方。ただし，呉市以外で課税されている方は除く。）は，原

則，収入に関する書類の提出はありません。

税の申告をされていない方については，税務署もしくは市民税課において所得

や控除等の申告をしていただき，申告書の控えの写しをご提出ください。

◆ 令和４年度及び令和５年度の市区町村民税所得割額が確認できない場合は，

基準額の最高額が保育料として賦課されます。後日，申告等により市区町村民

税所得割額が確認できた場合は，年度中に限り，遡及して保育料を再計算しま

す（前年度については遡及して保育料を再計算しません。）。

31



入所
希望月

保護者の状況 提出書類
※海外勤務による
収入がある場合

令和５年
(2023年)

４月～８月

令和4年１月１日
現在，呉市に住民
登録がない方

令和4年１月１日にお
住まいの市町村で発
行される「令和4年度
所得課税証明書」，
又は「令和4年度給与
所得等に係る市民
税・県民税特別徴収
税額の決定通知書」
等を申請時にご提出
ください。

令和3年中
（１月～12月分）の，
海外勤務期間中の所得
額や，社会保険料等の
各種控除額が分かる証
明書類をご提出くださ
い。
国内で所得があった場
合も合わせて所得や社
会保険料控除等の証明
書類もご提出ください。

令和5年１月２日
以降に本市に転入
された方で，
令和5年９月以降
も引き続き教育・
保育施設を利用さ
れる方

令和5年１月１日にお
住まいの市町村で発
行される「令和5年度
所得課税証明書」，
又は「令和5年度給与
所得等に係る市民
税・県民税特別徴収
税額の決定通知書」
等を申請時※にご提
出ください。

※所得課税証明書・
特別徴収決定通知書
は，賦課年度の６月
頃に取得可能になり
ます。
６月以前に入所す

る場合は，入所後に
提出してください。

令和4年中
（１月～12月分）の，
海外勤務期間中の所得
額や，社会保険料等の
各種控除額が分かる証
明書類をご提出くださ
い。
国内で所得があった場
合も合わせて所得や社
会保険料控除等の証明
書類もご提出ください。

令和５年
(2023年)

９月～
翌年３月

令和5年１月１日
現在，呉市に住民
登録がない方

（２） 他市から転入された方

さらに
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★市民税額の見方：給与所得に係る特別徴収の決定通知書（納税義務者用）の場合

【保育料計算 例１】 市民税の「所得割額⑥」のみ記載がある場合

「所得割額⑥」に，「住宅借入金特別税額控除額」と
「寄付金税額控除額」に０．６を掛けたもの（小数点
以下切り捨て）を足した金額（１０円以下切り捨て）
を保育料の基準額表に当てはめて算出してください。

計算式

18,002×0.6=10,801（小数点以下切り捨て）
116,339円＋10,801円 ＝ 127,140円 ≒ 127,100円

基準額 ⇒ 階層区分 D8 の保育料をご参照ください。

１

２

２

１

【保育料計算 例２】 「所得割額⑥」と摘要欄に記載がある場合

１ 「所得割額⑥」の金額（１０円以下切り捨て）を保育料
の基準額表に当てはめて算出してください。

116,339円 ≒ 116,000円

基準額 ⇒ 階層区分 D7 の保育料をご参照ください。

（階層区分については35ページをご参照ください。）

（階層区分については35ページをご参照ください。）
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◆ 市町村民税所得割額に変更があった場合は，年度途中でも保育料の変更を行

いますので，必ずお知らせください。また，他市にて課税されていた方につき

ましては，変更後の所得課税証明書をご提出ください。

◆ 政令指定都市にて課税されていた方につきましては，本市の所得割額に再計

算して保育料を決定します。

◆ マイナンバーで税情報の調査を行うことは可能ですが，利用調整時，保育料算定

時不利になる場合がありますので，書面での提出をお勧めいたします。

【保育料計算 計算例３】 の「均等割額⑦」のみの記載がある場合

保育料基準額表（次ページ参照）の階層区分
「Ｃ1」の保育料をご確認ください。

１

１
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【令和５年４月～】 呉市保育料基準額表（３号認定）
○令和２年４月１日以前に生まれた３歳以上児（２号認定），満３歳以上児（１号認定）の保育料は０円（副食費を除く）

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額（月額）

階層
定 義

３ 歳 未 満 児

区分 保育標準時間認定 保育短時間認定

A 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。） 0 0 

B 市町村民税非課税世帯 0 0 

C1 市町村民税 均等割額のみ
11,000 10,800 

5,500 5,400

C2 市町村民税所得割課税額 5,000円未満
14,500 14,200 

7,250 7,100

C3 市町村民税所得割課税額 5,000円以上 48,600円未満
16,000 15,700

8,000 7,850 

D1 市町村民税所得割課税額 48,600円以上 56,400円未満
18,500 18,100

9,250 9,050

D2 市町村民税所得割課税額 56,400円以上 64,600円未満
20,500 20,100

10,250 10,050

D3 市町村民税所得割課税額 64,600円以上 72,600円未満
21,900 21,500

10,950 10,750

D4 市町村民税所得割課税額 72,600円以上 81,600円未満
25,100 24,600 

12,550 12,300 

D5 市町村民税所得割課税額 81,600円以上 90,600円未満
28,000 27,500 

14,000 13,750 

D6 市町村民税所得割課税額 90,600円以上 97,000円未満
30,000 29,400 

15,000 14,700 

D7 市町村民税所得割課税額 97,000円以上 117,600円未満
35,000 34,400 

17,500 17,200

D8 市町村民税所得割課税額 117,600円以上 144,600円未満
39,500 38,800

19,750 19,400

D9 市町村民税所得割課税額 144,600円以上 169,000円未満
44,500 43,700

22,250 21,850

D10 市町村民税所得割課税額 169,000円以上 198,600円未満
47,500 46,600

23,750 23,300

D11 市町村民税所得割課税額 198,600円以上 301,000円未満
56,800 55,800 

28,400 27,900

D12 市町村民税所得割課税額 301,000円以上 397,000円未満
59,000 57,900 

29,500 28,950

D13 市町村民税所得割課税額 397,000円以上
65,000 63,800

32,500 31,900

◎ 保育所・認定こども園（保育所部分）などの保育料です。

○ 「０歳」，「１歳」，「２歳」の区分は，令和５年４月１日の満年齢で適用し，年度末まで変更しません。

○ 保護者の市町村民税所得割課税額を合わせた税額で適用します。

○ 住宅取得控除や寄附金控除などの税額控除を差し引く前の税額で適用します。

○ 年少扶養（16歳未満の子）を３人以上とっている場合，市町村民税所得割課税額から３人目以降１人当たり
19,800円を差し引いた額で適用します。【（年少扶養人数－２）×19,800円を控除】

○ ４月から８月までの保育料は令和４年度の市町村民税所得割額を，９月から３月までの保育料は令和５年度の
市町村民税所得割課税額を適用します。 35



（３）保育料の減免について

◎ 多子世帯の場合

・ 小学校就学前の子が，保育所などに２人同時に入所している場合，２人目の子は

下段の額となります。

・ 小学校就学前の子が，保育所などに３人以上同時に入所している場合，３人目以降の

子は保育料が０円となります。

・ 保護者の市町村民税所得割課税額の合計が，57,700円未満の世帯は，扶養するすべて

の子のうち，２人目は下段の額に，３人目以降の子は保育料が０円となります。

・ 18歳未満の子を３人以上扶養している場合，３人目以降の子は申請により３歳になる

年度末までは保育料０円となります。

◎ ひとり親世帯・障がい児者がいる世帯の場合

・ 保護者の市町村民税所得割課税額の合計が，77,101円未満の世帯は，扶養するすべて

の子のうち，１人目は標準時間認定の場合，保育料が5,000円，保育短時間認定の場合，

4,900円に，２人目以降の子は保育料が０円となります。（C11・C21・C31階層）

・ 保護者の市町村民税算定基準年度の収入が一定額を満たさない場合は，同居の親族を

保育料算定に含むことがあります。

★ 何らかの理由で保護者の市町村民税所得割課税額が確認できない場合は，最高額（ZZZ

階層）で算定されます。
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★ 副食費が免除となる対象（３歳～５歳・２号認定）は次のとおりです。

（対象となる世帯には別途通知します。）

世帯の市町村民税所得割額の合算額 第１子 第２子 第３子※以降

57,700円未満
（ひとり親世帯等は77,101円未満）

免除 免除 免除

57,700円以上 保護者負担 保護者負担 免除

※第３子のカウント方法

小学校就学前の子どもを最年長児とし，そこから３人目の子どもが第３子になります。

例）年長児，年中児，年少児の３人きょうだいの場合，年少児は第３子扱いです。

小学校１年生，年長児，年少児の３人きょうだいの場合，年少児は第３子扱いに

なりません。

★ １号認定については，基準額や第３子のカウント方法が異なります。

（４） 給食費について

０～２歳は，保育料の中に主食費，副食費（おかず，おやつ）が含まれています。

３～５歳は，主食費・副食費が必要となります。公立保育施設の副食費は月額4,500円，

私立の保育施設については，施設により金額が異なりますので，直接お問い合わせくだ

さい。
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（６） その他の費用

保育施設によっては，制服や帽子などの費用（実費徴収）や特色のある

保育のための費用（上乗せ徴収）が別途必要な場合があります。

★ 詳細は各保育施設までお問い合わせください。

（５） 延長保育利用料

◆２・３号認定の児童

認定された利用時間（標準時間・短時間）を超えたときは，保育料とは

別に延長料金が必要となります。

◆１号認定の児童

認定された利用時間（教育標準時間）を超えたときは，市から「保育の

必要性の認定」を受けた児童のみ，設定された上限金額までは無償になり

ます。
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※呉市への支払いで口座振替をご希望の場合は，振替希望の金融機関で「呉市口座

振替・自動払込利用申込書」を記入・提出してください。

口座振替手続きに必要なもの・・・通帳・届出印・本人確認書類（運転免許証等）

副食費

施設種類 支払先 支払方法

公立保育所 呉市 口座振替もしくは納付書

私立保育所（園）

各施設 各施設が設定
（詳しくは施設にお問い合わせください）

私立認定こども園

保育料

施設種類 支払先 支払方法

公立保育所

呉市 口座振替もしくは納付書

私立保育所（園）

私立認定こども園 各施設 各施設が設定
（詳しくは施設にお問い合わせください）

（７） 保育料・副食費支払方法・支払先について
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よくある質問について

40



13 よくある質問について

◆ 入所（園）申請に関すること

No 質問 回答

１
認定は必ず受けなければ

いけませんか。

子ども・子育て支援新制度の実施に
伴い，保育所（園）等の利用に際して
は，教育・保育給付認定を受けること
が必要となります。
申込み後，呉市から支給認定証を送

付します。

２

２歳児の子がいます。
支給認定証の期限が３歳になる

前々日になっているのですが，な
にか手続きが必要ですか。

必要ありません。３歳の誕生日を迎
える前日に３号認定から２号認定に切
り替わります。呉市から変更後の認定
証を誕生日の前月に送付いたします。

３

現在，仕事をしています。
今後，出産し，育児休暇を取得

する予定ですが，何か手続が必要
ですか。

出産に関する手続きは，産前２か月
前に母子手帳の表紙と分娩予定日を記
載したページの写しと変更申請書を利
用施設へご提出ください。
また，育児休業に関する手続きは，

育児休業に入る前月に，育児休業欄に
育児休業期間の記載のある就労証明書
と「④ 保育の必要性の変更申請書」
を利用施設へご提出ください。

４
保育所を申込むと必ず入所

できますか。

申請をしても必ず入所できるとは限
りません。
申請の際に，希望する保育施設を増

やすなどをご検討ください。

５
保育所の空き情報は公開されて

いますか。

毎月，「くれ子育てねっと」の
ホームページに翌月の保育施設空き状
況一覧を公開しています。

https://kure-kosodate.com

くれ子育てネットはこちらから
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No 質問 回答

６
育児休業中でも申請は

できますか。

育児休業中でも申請は可能ですが，
入所月，または入所した翌月中には復
職してください。
（例）７月１日入所の場合，７月もし
くは８月中に復職し，復職予定日が記
載された就労証明書と，変更申請書を
利用施設へ提出してください。
８月復職の場合，７月は保育短時間

の利用となります。

７
乳児は何か月から保育所で

預かってもらえますか。

施設によって入所年齢（月）が異な
ります。詳しくは教育・保育施設一覧
をご覧ください。

８ 求職中でも申請はできますか。

できます。ただし，入所（園）後３
か月以内に就職することが条件です。
入所後，就労（月48時間以上）し，

「就労証明書」と「④ 保育の必要性
の認定変更申請書」を利用施設に提出
してください。

９
幼稚園に通っている子どもを夏

休み期間だけ保育所（園）に預け
ることはできますか。

幼稚園と保育所（園）の二重在籍と
なるため，どちらかが教育・保育給付
認定の無償化の対象外となります。

10 保育所の見学はできますか。

できます。事前に希望施設に連絡の
上，なるべく子どもと一緒に見学して
ください。
利用希望施設内の見学をしたり保育

方針等の説明を聞き，申込み施設を決
めてください。
また，児童に特別な配慮が必要な場

合は，その対応が可能であるか施設に
確認をしてください。
園庭開放を実施している保育施設は，

曜日や時間を確認の上，見学してくだ
さい。
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No 質問 回答

11
認可保育所と認可外保育園は

どう違うのですか。

【認可保育所】
施設の面積や設備，保育士や調理員

の配置などが，国の基準を満たし，県
又は市に認可された施設です。
⇒市に入所申込みを行います。

【認可外保育園】
認可保育所以外の保育施設であり，

保育料や保育内容は施設により異なり
ます。
⇒直接，施設に入所申込みを行います。

12
出生前や育児休業復職前に予約

申込みはできますか。
できません。いかなる理由であって

も予約受付はしていません。

13
２人以上の児童を同時に

申し込んでも別々の保育所になる
場合もありますか。

あります。
ただし，同時申込をすることで利用

調整の際の加点になりますので，申請
の際に「同時申込児童の有無」につい
て必ず入力してください。

14
年度途中で誕生日が来て年齢が

変わるとクラスも変わりますか。
年度の途中で誕生日が来てもクラス

は変わりません。

15 月の途中でも入所はできますか。
月途中からの入所はできません。
毎月１日入所のみとなっています。
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No 質問 回答

16
特別な支援が必要なのですが，

入所（園）できますか。

入所は可能です。ただし，保育施設
の受け入れ状況により入所ができない
場合もあります。

17
アレルギーがあるのですが，何

か必要ですか。

電子申請内でアレルギーの有無につ
いて入力項目がありますので，必ず入
力してください。

18 慣らし保育はありますか。

慣らし保育は行っておりません。入
所後は１日目から標準時間又は短時間
での預け入れが可能です。
詳しくは各施設にお問い合わせくだ

さい。

19
待機児童になったときの加点は

ありますか。

ありません。入所の調整となった際
は，「利用調整基準」に従い，利用調
整をさせていただきます。

◆ 入所申請に関すること（入力方法・必要書類など）

No 質問 回答

20
希望保育所の欄が６枠あります

が，すべて入力するのでしょうか。

すべて入力する必要はありません。
ただし，希望施設へ入所ができない場
合がありますので，可能な限り通える
範囲で入力してください。

21
希望保育所は多く入力した方が

有利ですか。

希望している施設で入所の調整を行
うので，多くご入力いただく方が入所
の可能性は高くなります。ただし，入
所後の送迎を考慮し，通える範囲で希
望してください。
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No 質問 回答

22

２人以上の児童を同時に申し込
む場合，証明書は何人分必要です
か。

新規申込時には原本１通で構いませ
ん。電子申請は原本のデータ（写真
等）を添付していただきます。

23

同居の祖父母が現在６４歳で
すが，「就労証明書」の提出が必
要ですか。

祖父母が児童の保護者ではない限り，
同居の祖父母について保育の必要性を
確認するための書類の提出は不要です。

24
証明書の有効期限はいつ

までですか。
証明日の属する月の翌々月末まで有

効です。

25
病気のため診断書を提出するつ

もりですが，病名や症状の他に書
いてもらうことはありますか。

呉市の指定様式がありますので，
記入漏れを防ぐためにも，そちらを
ご利用ください。
呉市の様式と同様の内容について記

載していただければ，病院の様式で
あっても構いません。

26
申込みに必要な書類がすべて揃

わないと審査の対象とはならない
のですか。

保育の必要性を確認できる書類が揃
わない場合は，審査の対象となりませ
ん。
保育の必要性が確認できる書類が

揃っており，その他の書類に不備が
あった場合，締切日までに提出された
書類に基づいて入所審査のための指数
を算定します。
そのため，書類の不足や書類に不備

があると指数を算定することができず，
本来の指数より低く算定される場合が
あります。
※書類は全て揃えていただくことが前
提です。
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No 質問 回答

26

子どもの成長や日々の生活で
少し気になることがある場合は，
申し出ることで入所に不利になり
ますか。

不利になることはありません。
子どもが保育所等で安心して

過ごしていただくために少しでも気に
なることがあれば必ずお知らせくださ
い。

27
出産で申し込む場合は，いつか

ら申請は可能でしょうか。

出産の場合は，産前２か月前となっ
ています。
例えば，出産予定日が10月15 日の場

合，産前２か月前は８月15 日となるの
で８月１日入所が可能です。
したがって申請書類の提出期限は７

月１０日となります。
また，６月出産予定の場合，４月入

所の申請を１次募集で行うことが可能
です。

28
育児休業終了又は途中で離職

した場合はどうなりますか。
速やかに認定変更についての届出を

してください。

◆ 利用決定後に関すること

No 質問 回答

29
復職予定で入所したけれど，復

職が延期になりました。このまま
通い続けられますか。

復職時期によっては退所になります。
復職が入所の次月に変更になった場

合は，入所月までに必ず，変更後の復
職予定日が記載された就労証明書と，
変更申請書を利用施設へ提出してくだ
さい。保育必要量（預かり時間）を変
更する必要があります。
（変更の申請をしなかった場合は，保
育料等の差分をお支払いいただくこと
になります。）
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No 質問 回答

30
現在，認可保育所に入所してい

ます。他の保育所に転所したいの
ですが，できますか。

年度内の途中転所は定員に空きがあ
れば可能です。
転所希望月の前月10日までに今通わ

れている施設へ退所届，電子申請によ
り転所の申請をしてください。
転所希望施設に転所できなかった場

合に現在利用中の施設を再希望すると
きは，転所届の希望施設欄に利用中の
施設もご記入ください。

※ 再希望であっても利用調整の対象
となりますので，戻れる保証はあり
ません。

31

転所の申請をしましたが，事情
により転所を取りやめたいのです
が，できますか。

申請期限である入所希望月の前月10
日を過ぎた場合，転所前の保育施設に
別の希望者を受付していますので転所
の取りやめはできません。

32
現在，２歳児までで卒園になる

保育所に通っています。３歳児に
なった時はどうなりますか。

２歳児までの市内保育施設に在籍し
ている児童については，転所届を申請
していただくことにより，新規の申込
みに先立って，利用調整を行うことに
なります。ただし，必ず希望通りの
保育施設に入所できるとは限りません。

33
出産により里帰り出産を考えて

います。今，在所している子は退
所になるのですか。

３か月以内の休所であれば退所の対
象にはなりません。ただし，休所をさ
れている期間も保育料は発生します。
３か月以上休所される場合は，退所

となる場合があります。
ただし，里帰り先で保育所等の利用

を希望する場合は，退所となることが
あります。
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◆ 保育料・副食費に関すること

No 質問 回答

34
認可保育所や認定こども園（保

育所部分），小規模保育事業で保
育料は違うのでしょうか。

同じです。市が保護者の市町村民税
所得割の額（保護者合算）に基づき階
層区分に応じて決定します。
ただし，制服や帽子等については保

育施設によって費用が異なります。

35
現在２歳児クラスに入所してい

ます。誕生日がきて３歳になると
保育料は変わりますか。

誕生日がきても２歳児クラスの２号
認定の児童に関しては保育料は変わり
ません。
年度の途中で満３歳になられた場合

でも，年度末までは引き続き３歳未満
の保育料が適用されます。

36
ひとり親家庭の保育料・副食費

は，必ず無料になりますか。

世帯の課税状況に応じて保育料等を
算定しますので，有料となる可能性が
あります。
また，祖父母等と同居している場合

も，保護者の収入状況に応じて有料に
なる可能性があります。
（31ページをご参照ください。）

37
欠席をした場合，保育料は日割

りになりますか。

なりません。お休みされた場合でも
保育料は全額負担していただくように
なります。

38
月の途中で呉市外に転出しても

継続して翌月以降も呉市の教育・
保育施設を利用できますか。

できません。１日時点で呉市に児童
及び保護者の住民票が呉市にある必要
があります。呉市から転出後も呉市の
教育・保育施設を利用希望の場合は，
事前にお問い合わせください。
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呉市中央４丁目１番６号

呉市役所 子育て施設課

TEL 0８２３-２５-３１４４
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