以下の変更等が生じた場合には変更の手続（書類の提出）が必要となります！
必要書類

状況

① 記載事項変更届

・住所の変更 ・氏名の変更 ・父母の婚姻、離婚

・支給認定内容の変更

・同居家族の増減（弟や妹の出生、祖父母との別居等）
② 就労証明書

・求職活動中から仕事が決まった場合
・転職した場合 ・就労内容（勤務時間や日数等）が変更となった場合

③ 申立書

・退職し、求職活動を開始する場合 ・家族等の介護や看護をする場合
・職業訓練を受ける場合 ・妊娠した（出産前後期での入園を希望する）場合
・ケガや疾病等により退職、療養する場合 ・就学する場合

④ 施設変更申込書

・転居等により利用施設を変更したい場合
※転園希望月の前月の 5 日が申込書の提出期限です。

⑤ 退園届

・保育の必要性の事由が消滅した場合 ・出産後育児に専念する場合
・幼稚園等他の施設の利用を開始する場合 ・市外に転居する場合

⑥ 幼稚園等施設の
在園証明書（毎年度
提出が必要となりま
す。提出の対象とな
る施設については、
次頁をご参照くださ

・兄や姉が幼稚園、特別支援学校の幼稚部、情緒障害児短期治療施設に通って
いるまたは通い始める場合
・兄や姉が児童発達支援サービス若しくは医療型児童発達支援サービスを利用
している場合
※同一世帯の複数の子どもが幼稚園、こども園等を利用する場合利用者負担額
の軽減措置があります。

い。）
⑦ 身体障害者手帳、療
育手帳、精神障害者
保健福祉手帳、特別

・入園している児童と同一世帯に手帳の交付を受けている方、特別児童扶養手
当を受給している方、障害基礎年金を受給している方がいる場合
※在宅の障がい児・者のいる世帯の利用者負担額は、B 階層及び C 階層につい

児童扶養手当証書、

ては 0 円、D１～D４階層についてはそれぞれ定める額から 1,000 円を控

年金手帳の写し

除した金額の半額となります。

⑧ 就労開始が確認でき
るもの

・育児休業を終了し復職した場合 ・就労先内定（確定）で入園した場合
※辞令又は就労開始月の給料明細書の写しを提出ください。

利用者負担額（保育料）の変更が伴う場合は、お手続き（届出）の翌月より変更となります。お手続きが遅
れますと、保育料への適用も遅れる可能性がございますのでご注意ください。なお、保育料に影響があるか
ご不明な場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
①から⑤の書類は、利用施設及び各区子育て支援課にございますのでお申し出ください。
また、提出は利用施設、各区子育て支援課のどちらでも構いません。
◎求職活動を事由に入園した方、通園中に退職し求職活動を行う場合の支給認定期間は 90 日目が属する月の
月末までとなります。期間内に就労御証明書が提出されない場合、引き続きこども園等の利用を希望するとき
は、再度利用申込書を提出いただき、入園の審査を受けていただくことになります。
お問い合わせ先
葵

各区の福祉事務所子育て支援課 入園係

区内の施設をご利用の方

０５４－２２１－１０９５

駿河区内の施設をご利用の方

０５４－２８７－８６７３

清水区内の施設をご利用の方

０５４－３５４－２３５８

○ 対象施設一覧（平成 28 年６月１日現在、一部市外施設含む）
種別

施設名

住所

かえで幼稚園

葵区井宮町 207

桜花幼稚園

葵区馬場町 77

静岡田町幼稚園

葵区田町四丁目 67-3

こまどり幼稚園

葵区駒形通四丁目 13-20

リリー幼稚園

葵区昭府二丁目 18-20

静岡平和幼稚園

葵区平和二丁目 23-22

第一ひかり幼稚園

葵区与一五丁目 3-25

羽鳥るり幼稚園

葵区羽鳥本町 1-1

わらべ幼稚園

葵区千代一丁目 4-15

静岡聖母幼稚園

葵区城内町 1-2

てるみ幼稚園

葵区大岩町 12-37

麻機幼稚園

葵区南 1540-10

常葉短大部附属とこは幼稚園

葵区城北 37

常葉短大部附属たちばな幼稚園

葵区瀬名一丁目 1-17

千代田幼稚園

葵区東千代田一丁目 8-10

横内幼稚園

葵区横内町 103-1

静岡精華幼稚園

葵区鷹匠三丁目 11-24

丸子幼稚園

駿河区丸子六丁目 7-3

るり幼稚園

駿河区向敷地 11

幼 稚 園

かわはらいづみ幼稚園

駿河区みずほ一丁目 12-15

（市 内）

梨花幼稚園

駿河区下川原二丁目 33-15

若杉幼稚園

駿河区丸子 3653

静岡聖光幼稚園

駿河区馬渕三丁目 15-26

南八幡幼稚園

駿河区南八幡町 3-6

静岡南幼稚園

駿河区中田本町 30-1

大里東幼稚園

駿河区高松 2526-2

静岡豊田幼稚園

駿河区曲金二丁目 5-21

八幡聖母幼稚園

駿河区八幡四丁目 10-14

静岡学園幼稚園

駿河区聖一色 400

さくら幼稚園

清水区入江南町 15-19

船原幼稚園

清水区船原一丁目 348-12

静岡サレジオ幼稚園

清水区中之郷三丁目 2-1

梅花幼稚園

清水区南岡町 3-8

江尻幼稚園

清水区ニの丸町 2-7

東海幼稚園

清水区興津本町 78

日本平幼稚園

清水区村松 3834

有度幼稚園

清水区草薙一里山 1-11

八坂幼稚園

清水区八坂東二丁目 4-28

東光幼稚園

清水区蒲原二丁目 13-3

蒲原聖母幼稚園

清水区蒲原神沢 135

種別

特別支援学校
幼 稚 部
（県 内）

情緒障害児短期
治療施設（県内）

施設名

住所

静岡県立静岡視覚特別支援学校幼稚部

駿河区曲金六丁目 1-5

静岡県立静岡聴覚特別支援学校幼稚部

駿河区中村町 251

静岡県立沼津視覚特別支援学校幼稚部

沼津市米山町 6-20

静岡県立沼津聴覚特別支援学校幼稚部

沼津市泉町 4-1

静岡県立浜松視覚特別支援学校幼稚部

浜松市中区葵西五丁目 9-1

静岡県立浜松聴覚特別支援学校幼稚部

浜松市中区幸三丁目 25-1

静岡県立吉原林間学園

富士市大渕 2781

静岡市心身障害児福祉センター「いこいの
家」
わくわく

葵区安東一丁目 26-12

るんるん

葵区安東一丁目 26-12

バディー

葵区岳美一丁目 9-29

トミーズ

葵区追手町 46 中町 CF ビル 2F

児童デイサービス
児童発達支援
（市 内）

児童発達支援

モモ

独立行政法人国立病院機構
静岡てんかん・神経医療センター

葵区浅間町一丁目 9-4 ビオレ
ビル 201
葵区漆山 886

たんぽぽ

葵区城北 117

ステップアップ

駿河区桃園町 10-10

あいあい静岡駅南校

駿河区八幡一丁目 2-17

療育広場 ぱっそ

駿河区中田本町 63-33

あいあい静岡本部校

葵区竜南三丁目 2-26

児童発達支援施設

医 療 型

葵区城東町 24-1

トロフィー

清水区村松原三丁目 7-8

あいあい新静岡校

葵区鷹匠二丁目 25-22

にこにこ

葵区安東一丁目 23-12

りずむ

清水区袖師町 515-2

県内対象施設なし

