令和３年５月２１日

保護者の皆様へ
川崎市『年度限定型』保育事業（７月入所）の御案内
川崎市では、新設園等の空きスペースを活用して、保育所等の利用が保留となった１・
２歳児を期間限定(１年度限定)でお預かりする「川崎市『年度限定型』保育事業」を実施
しています。
内容を御確認の上、川崎認定保育園やおなかま保育室、幼稚園や認可保育所一時保育事
業等のほか、本事業についても御検討ください。
● 受付 期間 ： 令和 ３年 ６月 １日 （火 ） まで ※ 先着 順 ではあり ませ ん。
● 申請 方法 ： 利用 した い事 業実 施保 育 所に 直接 また は その保育 所が 指定 する 方 法(３ページ)
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概要

川崎市では、保育所等の利用申請者数の増加により、１・２歳児の受入枠が不足して
おります。また、開設１・２年度目の認可保育所では、４・５歳児枠に空きが発生する
ことがあります。
本事業は、開設１・２年度目の認可保育所を有効活用し、１年間という期間を限定し
て１・２歳児の受入枠を一時的かつ臨時的に確保する、認可保育所の特別保育事業です。
本事業を利用する児童は、各施設の状況により、認可保育所の入所児童と同一クラス
で保育を受ける場合と、別の保育室で保育を受ける場合など様々ですが、保育のカリキ
ュラム・内容等については、１年間の期間限定であることを除き、基本的に認可保育所
の入所児童と同様です。

２

対象児童

次の(1)〜(4)のすべての要件にあてはまることが必要です。
(1)令和３年４月以降の保育所等の利用を 申請し、利用調整結果通知書で保留 の通知を
受け、本事業の利用申請時点で、認可・認可外を問わずいずれの保育施設にも利用の
目途が立っていないこと
(2)利用時点で市内在住者であること
(3)利用時点で、
満１歳児(平成３１年４月２日〜令和２年４月１日生まれ)または
満２歳児(平成３０年４月２日〜平成３１年４月１日生まれ)であること
(4)後述の５(2)に示す必要書類をすべて提出していただけること

３

利用期間

令和３年７月１日〜令和４年３月３１日まで（入所月は７月）
(1) 本事 業は利 用期間 内 のみ利用 が可能 である ことを予め御了承 ください 。
(2)年度途中で「 保育の 必要事由 」が消 滅した 場 合等は利 用でき なくな ります。
(3) 令和３年度の保育所等の利用を申請し、保留となった方は、申請を取り下げない限り

令和４年３月まで利用調整の対象となります。
『年度限定型』保育事業の利用中であっ
ても、令和３年度途中で認可保育所、認定こども園、または地域型保育事業の利用が
可能になった場合には、本事業の利用継続はできないことを御了承ください。
(4)令和４年度以降について
令和４年４月以降の保育の希望がある場合には、令和３年１０月以降改めて保育所
等の申請が必要となります。
保育 の必要事由…「令和３年度保育所等・幼稚園・認定こども園利用案内」８ページを参照
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４

利用料について
利用料は、実施保育所が指定する方法で直接その保育所にお支払いください。

(1)基本保育料
世帯ごとの令和２年度市民税額の年額により、川崎市保育料金額表に定められた階
層により下表のとおりとなります。年度途中の変更はありません。
階層区分

基本保育料(月額)

Ａ〜Ｃ１２

２０，０００円

Ｃ１３〜Ｃ１８

４０，０００円

Ｃ１９〜Ｃ２３

６０，０００円

Ｃ２４〜Ｃ２５

８０，０００円

※市民税が未申告の方は最高所得の世帯と判定します。
※Ａ・Ｂ階層の方は幼児教育・保育の無償化の対象とな
ります。また、保育料は一度全額をご自身で納付してい
ただき、後日本市へ請求いただいた後に、本市から償還
払いいたします。

※ 保育料階層は「令和３年度保育所等・幼稚園・認定こども園利用案内」４２ページを参照
※ 令和２年度から、きょうだいが同時に認可保育所等を利用している場合に多子減免を適用
しています。
(2)延長保育料・補食代
認可保育所の在園児と同様に、延長保育の利用が可能です。延長保育時間、延長保
育料、補食（給食）代は「令和３年度保育所等・幼稚園・認定こども園利用案内」２２・
２３ページを参照してください。
なお、保育料金額表の階層区分がＡまたはＢの場合、延長保育料は免除となります。
（(1)基本保育料と同様に償還払いいたします）
(3)その他の実費徴収
川崎市の認可保育所では、日用品費や行事費等のうち、保護者が実費を負担するこ
とが適当と認められるものを実費徴収しております。これは本事業においても同様で
すが、利用決定後、保育所から説明があります。
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５

利用の申請方法と決定について

(1)申請受付期間・申請方法
令和３年６月１日（火）まで
※先着順ではありません。
① 利用したい事業実施保育所に直 接またはその保育所が指定する方法により受け付
けます。( 請先は区役所・地区健康福祉ステーションではありませんので御注意下
さい ）
② １人の児童につき３施設まで申請ができます。
③詳細は、本市ホームページを御覧ください。申請方法は各保育所により異なります
ので、事前に必ず実施施設に電話でお問い合わせ下さい。
(2)提出書類
①川崎市『年度限定型』保育事業利用申請書(川崎市指定・第４号様式)
②本市から送付した「教育・保育給付認定決定通知書」または「支給認定証」の写し
③本市から送付した「利用調整結果通知書(保留)」の写し
④世帯状況に応じて父母それぞれについて提出が必要な書類（次表【ア】を参照）
⑤本事業利用開始後に提出が必要な書類（該当者のみ・次表【イ】を参照）
※本事業 専用の様式は、川崎市の ホームページ(子育て応 援ナビ)からダウンロードでき ま
す。また、区役所 の児童 家庭課(支所は児 童家庭サービス 担当)の 窓口でも配布していま
す。
※複数の 施設に申請す る 場合は、各施設に 同様の 書類を提 出して くださ い 。(利用申 請書、
育児休業 期間に関する 同 意書以外はコピ ー可)
※ きょ う だい 同時 申 請の場合 は 申請 児 童数 分の 提出が 必要 で す。 (利 用 申請 書、 育 児休 業
期間に関 する同意書以 外 はコピー可)
【ア】世 帯状況に応じ て 父母それぞれに ついて提 出が必要 な書類
世帯状況
令和2年1月1日に市外(国内)に居
住していた場合

書類
令和2年度市民税課税
(非課税)証明書(写し)

平成31年1月1日〜令和元年12月31
日に国外で収入があった場合

令和元年(平成31年)の
給与明細書(写し)

申請時に育児休業中の方で、入所
内定となった際には入所月の月末
までに育児休業を切り上げること
に同意する場合

育児休業期間に関する
同意書

書類の要件等
川崎市以外の市町村発行のもの
(市町村により書類名称が異なる場合があ
ります。)
国外の勤務先等が発行した書類
国内でも収入がある場合はそれがわかる書
類も提出して下さい。
【川崎市指定・第５号様式】

【イ】 育児休業からの復帰、就労内定、求職中の事由により利用する場合
利用区分
育児休業からの復帰
就労内定
求職中

提出書類
育児休業復帰証明書
就労証明書
就労証明書

提出期日
利用開始後１か月以内
利用開始後１か月以内
利用開始後２か月以内

(3)利用調整
利用申請者数が受入枠を超えた場合には、各保育所が利用の可否を決定します。
※保育所等の入所申請のため、各区役所児童家庭課・各地区健康福祉ステーション児
童家庭サービス担当に提出された申請関係書類に基づいて、ランク・指数等を判定し、
利用調整を行います。そのために、市が実施施設に保育所等申請関係書類に関する情
報を提供することを御了承ください。
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(4)利用の可否(内定・保留)の連絡・入園前健康診断
①保育所から利用可否の通知・内定者へ電話連絡…令和３年６月１４日(月)以降
※複数の 保育所に申請 し た場合、申請したす べて の保育所 から内定及び 保留の通知が送
付される ことを予め御 了 承下さい。(複数の保育 所で内定 になる ことは ありません)

②入園前健康診断(内定者のみ)…令和３年６月１５日(火)〜１８日(金)頃
※入園前 健康診断は、予 め日時を 保育所から指 定または調整を行 い、保 育所において事
前の身体 計測を行った う えで、保育所職員の 立ち 合いによ り保育所園医 の診療所等で
実施しま す。内 定から短 期間での 対応となりま すが、必ず 保育所の連絡 に従うようお
願いしま す。
※内定の場合に同封する児童票及び健康記録票は必要事項を記入して入園前健康診断
の際に必 ず持参してく だ さい。本票がな いと健康 診断が受 けられ ません 。

③市健康管理委員会(健診の結果必要となった場合のみ)…令和３年６月２３日(水)頃
※健康診 断及び健康管 理 委員会の審議の 結果、集団保育が困難と 認められ たときは 、内
定を取り 消し、又は保 留 することがある ことをあ らかじめ 御了承 くださ い 。

(5)育児休業からの復職について
本事 業の７月入所 者 については、７月末日までの復職をお願 いしま す 。なお、復 職でき
ない又はで きなく なっ た 場合等は、利用す るこ とはでき ませ んので 予め ご了承く ださ い。

６

本事業利用開始後の認可保育所等の利用について

(1)令和３年度
令和３年度の保育所等の利用を申請し、保留となった方は、申請を取り下げない限
り、令和４年３月まで利用調整の対象となります。
『年度限定型』保育事業の利用中で
あっても、令和３年度途中で認可保育所、認定こども園、または地域型保育事業の利
用が可能になった場合には、本事業の利用継続はできないことを御了承ください。
(2)令和４年度
令和４年４月以降の保育の希望がある場合には、令和３年１０月以降改めて保育所
等の申請が必要となります。

問合せ先：
(1)事業内容に関すること
川崎市こども未来局保育第１課 044-200-2662
E-mail:45hoiku@city.kawasaki.jp
(2)保育料・利用調整に関すること
川崎市こども未来局保育対策課 044-200-3727
E-mail:45taisak@city.kawasaki.jp
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