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川崎市では、多様な保育ニーズに対応するため、「認可保育所」だけではなく、 

「小規模保育」や「家庭的保育」、また、川崎認定保育園等の認可外保育施設など 

様々な保育事業を実施しています。 

さらに、働きながら幼稚園に通わせたいという希望に対応して、預かり保育を実施 

している幼稚園もあります。「認可保育所と認可外の施設ってどう違うの？」、「週に 

数日だけでも預かってくれるところはあるの？」、「保育とあわせて子どもに幼児教育 

も受けさせたい！」など、お子様の預け先を御検討の際に、このパンフレットを参考 

にしてください。 

 

◎まずは、週に何日間の保育が必要なのかを考えてみましょう。 

それによって探し方は変わってきます。 

 

①：週４日以上の保育が必要な方 

    育児休業明けや、仕事を始めたいので預け先が必要な方 

⇒ ３ページへＧＯ 

②：週１～３日の仕事をしている(始めたい)ので定期的に預け先が必要な方 

又は病気や冠婚葬祭などの用事で不定期に預け先が必要な方 

⇒ ８ページへＧＯ 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

麻生区役所児童家庭課（区役所２階１５番窓口）FAX 044（965）5206 

認可保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業について 電話 044（965）5158 

川崎認定保育園、一時保育について 電話 044（965）5235 

 

子どもの預け先をどうやって探したらよいの？ 

【麻生区版】 
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年齢や預ける日数などに応じた施設種別・サービス 
 

 

週４日以上お子さんを預けたい
週３日以下もしくはときどき

お子さんを預けたい

０歳児～２歳児 ３歳児～５歳児 0歳児～５歳児

◎認可保育所の
一時保育

★保護者が週３日以内の

就労や就学、病気や冠婚

葬祭などのため、お子さ

んを家庭で保育できない

場合に、断続的又は一時

的に、保護者に代わって

保育を実施（各施設で受

付）

◎小規模保育

★定員6人以上19人以

下の少人数保育

（市への申請が必要）

◎家庭的保育

★定員5人以下の少人

数保育

（市への申請が必要）

◎幼稚園
（預かり保育実施園）

★幼児を保育し、健や

かな成長のために適当

な環境を与えて、その

心身の発達を助長する

ことを目的とした学校

教育施設。4時間の標

準教育時間のほか、希

望者を対象に預かり保

育を実施している施設

があります。

◎おなかま保育室

★認可保育所等に申込

み、入所要件を満たし

ながらも入所できない

お子様をお預かりする

施設
（各施設で受付）

◎川崎認定保育園

★市が定めた基準を満たし

独自に認定した施設

（各施設で受付）

※月額5千円～2万円の保育

料補助あり（要件あり）

◎川崎認定保育園の
リフレッシュ保育

★週3日以下の月極契約や、

冠婚葬祭等で、お子さん

を保育できない場合に保

育を実施
（各施設で受付）

◎認可保育所

★保護者が就労などのため

に、常時、家庭で保育でき

ない場合に保護者に代わっ

て保育することを目的とし

た児童福祉施設
（市への申請が必要）

◎認定こども園
（保育所部分）

★就学前の教育・保育を一

体的に提供し、地域の子育

て支援も行う施設
（市への申請が必要）

◎地域保育園 ★市に開設の届出をし、認可外保育施設指導監督基準を満たした施設（0～5歳児受入・施設による）
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① 週４日以上の保育が必要な方の探しかた 

＜預け先の候補＞ 

・認可保育所、認定こども園（保育所部分）（受入開始年齢は施設により異なる） 

・小規模保育事業（５か月～２才児） 

・家庭的保育事業（生後４３日目～２才児） 

・川崎認定保育園（受入開始年齢は施設により異なる） 

・おなかま保育室（６か月～２才児） ・幼稚園（３才以上） 

 

（１）認可保育所、認定こども園（保育所部分）、小規模保育事業、家庭的保育事業 

お住まいの区の区役所・支所で申し込みます。申込書類や概要等は「保育所・ 

幼稚園等利用案内」（各区役所の児童家庭課で配布）、または市ホームページの 

かわさきし子育て応援ナビを御覧ください。 

初めて申請する方は、早めに窓口で説明を受けましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認可保育所は定員を超える申込みがあった場合、保護者の就労状況などによる選考

で入所決定しています。市全体では、特に低年齢児（０～２才）は定員を超える申込

みが多い状況です。 

また、申込みは年間を通して受け付けていますが、ほとんどの保育所において４月

に定員に達するため、年度途中の入所は多くありません。 

 なお、平成２８年４月の入所申込みは、２７年１０月１日から利用案内を配布し、

１１月２０日が一次申込の締切日でした。できるだけ早めに利用案内を入手し、希望

する保育所等の見学をしてから、締切日に遅れないよう手続きをしましょう。 

★ ４月の入所が絶対に必要な方に向けたアドバイス ★ 

川崎市では新設の認可保育所を毎年増やしてきているものの、現在のところ保護者

の就労時間がフルタイム（月２０日、１日実働７時間以上の就労）でも入所できない

方がいらっしゃる状況です。それ未満の就労形態であったり、求職中でこれから仕事

を始める方などは、より入所が厳しい状況となります。 

そのため、預け先が絶対に必要な方は、４ページの「アドバイス」を参考に、認可

外保育施設を早くから探しておくことが重要です。施設によっては早期申込制度な

ど、早くから探すほど有利になる場合もあります。 

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/17-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html
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（２）川崎認定保育園（認可外保育施設） 

   直接、施設に申し込みます。 

川崎市から利用者に保育料の補助金が支給される制度があります。 

認可保育所と同様に、低年齢児（０～２才）の申込みは４月入所に集中します。 

施設の空き情報は希望する施設に確認するか、市ホームページでも定期的に空き 

情報の更新を行っています。 

また、川崎認定保育園の中には、翌年４月の申込みに対して、夏頃から早期申込 

の受付を開始する園もあります。（入園金などが必要になる場合があります。） 

【参考】市ホームページ（認可外保育施設の空き情報） 

http://www.city.kawasaki.jp/259/page/0000031247.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

麻生区のホームページには、各施設の詳しい情報や料金などを掲載しています。 

 

【参考】麻生区ホームページ（麻生区内の認可外保育所のご案内） 

   http://www.city.kawasaki.jp/asao/page/0000055976.html 

または、麻生区役所トップページの中段「麻生区の子育て支援情報」→「保育所・幼稚園、

地域子育て支援センター（麻生区）」→「麻生区内の認可外保育所のご案内」 

★ ４月の入所に向けたアドバイス ★ 

川崎認定保育園（認可外保育施設）は、先着順で入所決定するところが多いため、

入園を検討する場合には、夏頃から見学の受付日を確認し、早めに希望施設の見学に

行きましょう。小さいお子さまを連れて外出するのは大変ですが、早い時期から探し

始めることが重要です。 

その際には、区の窓口で配布している各施設の情報シートや、施設のホームページ、

国が定めた「よい保育施設の選び方十か条」などを参考に、複数の園の見学に行きま

しょう。その中で、この施設なら預けたいと思ったら、確保するのも１つの方法です。 

「認可保育所に入れると思っていたら入所保留になってしまった、急いで認可外保

育施設を探したけど空きがない」という状況にならないためにも、早くから見学に行

き、申込みのスケジュールなどもあわせて確認しましょう。 

 

http://www.city.kawasaki.jp/259/page/0000031247.html
http://www.city.kawasaki.jp/asao/page/0000055976.html
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【よい保育施設の選び方十か条】（厚生労働省ホームページより） 

   保育施設を選ぶ際のチェックポイントについて厚生労働省で定めています。 

  ①まずは情報収集を ②事前に見学を ③見た目だけで決めないで 

   ④部屋の中まで入って見て ⑤子どもたちの様子を見て 

   ⑥保育する人の様子を見て ⑦施設の様子を見て ⑧保育の方針を聞いて 

  ⑨預けはじめてからもチェックを ⑩不満や疑問は率直に 

 

 

川崎認定保育園の保育料補助の拡充について 

「川崎認定保育園」に通うお子さまのうち、一定の要件を満たす方には、最大で月額

２万円の支給があります（半年ごとの後払い）。 

 園ごとに保育料は異なりますが、所得によっては、認可保育所と同程度か、それ以

下の料金になる場合もあります。 

平成 2８年度保育料補助額 

補助基準税額 3歳未満児 3歳以上児 

市民税所得割額 3２1,７00 円未満の世帯 月額 20,000 円 
月額 5,000 円 

市民税所得割額 3２1,７00 円以上の世帯 月額 10,000 円 

【参考】市ホームページ（川崎認定保育園保育料補助金）  

http://www.city.kawasaki.jp/259/page/0000051697.html 

 

 

認可保育所と川崎認定保育園との違いについて 

「川崎認定保育園」は、川崎市が定めた一定の基準を満たした保育施設です。 

認可保育所との大きな違いは、最低限必要な保育従事者が、認可保育所は全員有資格

者、川崎認定保育園は２／３以上または１／２以上というところです。 

職員の配置割合や保育スペースの面積基準はどちらも同じです。 

 保育の内容についても、法令に基づき、年１回以上市が立入調査を行い、指導等を実

施するなど、質の確保に努めています。 

 

【参考】市ホームページ（川崎認定保育園について）  

http://www.city.kawasaki.jp/259/page/0000047262.html 

 

 

 

http://www.city.kawasaki.jp/259/page/0000051697.html
http://www.city.kawasaki.jp/259/page/0000047262.html
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川崎認定保育園の特徴 

  認可外保育施設だからこそできる、様々な保育内容やサービス等を紹介します。 

 

◎特色ある保育内容 

  認可保育所と同じくらいの人員・設備を整えて、就学前まで預かる体制ができてい

るところや、０～２才のお子さんを中心に、家庭的な保育を実施しているところなど、

様々な形態があります。 

  さらに、英語教室などの教育に力を入れていたり、習い事や体力づくりを重視して

いたりと、特色ある保育を実施している園もあります。 

 

◎多様なサービス 

  送迎サービス（有料）を実施している園では、自宅で送り迎えができます。また、

車で送迎する方のために、駐車スペースを確保している園もあります。 

ほかにも、着替えなどは持っていくだけで園が出し入れしてくれたり、急な残業に

よる延長保育にも対応してくれるなど、忙しい御家庭や近くに保育園がない方にとっ

ては、助かるサービスを実施している園もあります。 

 

◎入所予約が可能な施設がある 

  ４月入所にあたり、通常の申込受付前に、入園金などを支払えば予約できる早期申

込制度を実施している園もあります。ただし、キャンセルした場合は返還されない場

合もありますので、御注意ください。 

 

 

（３）おなかま保育室（認可外保育施設） 

  認可保育所の申込みをして入所保留となった方を対象とした施設です。 

  麻生区にはありませんが、他の区のおなかま保育室にも申込みが可能です。 

【参考】市ホームページ（おなかま保育室） 

  http://www.city.kawasaki.jp/259/page/0000030604.html 

  

（４）幼稚園 

  例年、９月頃に各幼稚園において説明会や見学の受入れを開始しますので、直接、

希望する幼稚園に確認しましょう。 

  【参考】市ホームページ（幼稚園） 

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/17-2-10-8-0-0-0-0-0-0.html 

 

 

 

http://www.city.kawasaki.jp/259/page/0000030604.html
http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/17-2-10-8-0-0-0-0-0-0.html
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【保育所入所等に関するＱ＆Ａ】 
Ｑ１：認可保育所入所について 

川崎市では認可保育所の入所倍率が高く入りづらいと聞いていますが？  

Ａ１：再開発等による人口増加などに伴い就学前児童数が増えており、保育所の入所希望者数も年々増

加しています。保育所の新設などに取り組んでいますが、特に低年齢児においては希望の施設に入所

できない場合があります。また、駅近辺など利便性の高い立地にある保育所は倍率が高くなる傾向に

あります。 

 

Ｑ２：市内の保育施設・サービスについて 

認可保育所に入所保留となった場合に、自宅から通える範囲内の保育施設・サービスを調べるには 

どうしたらよいですか？ 

Ａ２：保育施設やサービスの情報は、市ホームページの「子育て応援ナビ」を御覧いただくか、区役所児童

家庭課の窓口に御相談ください。なお、入所保留になった時点から探し始めても、限られた施設や空き

がない場合もありますので、４ページのアドバイスを参考に早くから調べておきましょう。 

 

Ｑ３：待機児童の問題について 

川崎市では、待機児童ゼロを目指していると聞いたけど、待機児童がゼロになると、認可保育所を希望

した人全員が認可保育所に入れるようになるのですか？  

Ａ３：そういうわけではありません。認可保育所に入れなかったお子さまは「入所保留児童」となります（麻

生区では平成２８年４月１日時点で約１４０人）。そのなかで、川崎認定保育園などに入所している場合、

育児休業を取得している場合、特定の保育所のみを希望している場合など、いくつかの条件に該当す

るお子さまを除いた人数が「待機児童」となります。なお、選考上において「待機児童」が優先されるわ

けではなく、「入所保留児童」とともに同じ基準に沿って選考が行われます。 

 

 

入所保留となった方へのアフターフォローについて 

各区役所・支所においては、窓口の体制を平成２６年度から充実させて、保育所 

入所などを検討・希望する保護者の方々に対して、よりきめ細やかな対応を行う 

ように努めています。 

希望された施設・事業に空きがない場合や、申請者数が定員を上回り、利用調整 

の結果、希望する施設・事業に決まらなかった場合などには、保護者のニーズに 

応じて、適切な保育資源やサービス等に関する情報提供を行っています。 
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② 週１～３日の仕事をしている(始めたい)ので定期的に預け先が必要な方 

又は、病気や冠婚葬祭などの用事で不定期に預け先が必要な方 

 

→ 一時保育（認可保育所）やリフレッシュ保育（川崎認定保育園）を利用しましょ

う。在園児を対象に預かり保育を実施する幼稚園もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

◆ 週１～３日の一時保育を定期的に利用したい方へのアドバイス ◆ 

認可保育所の一時保育は、４月当初に定員に達してしまう園や、年度途中でも空き

がある園などさまざまです。早めに希望する園に問い合わせて確認しておきましょ

う。４月からの利用は、２月頃に受付期間を設ける園が多いです。 

※一時保育はお子様お一人につき、１園のみの登録利用となります。 

また、認可外保育施設のリフレッシュ保育は、週１～３日利用する方に向けて、  

お得な月極料金を実施している施設もあります。 

麻生区のホームページには、実施している施設や申込方法などを掲載しています。 

 

【参考】麻生区ホームページ（麻生区内の一時保育・預かり保育のご案内） 

   http://www.city.kawasaki.jp/asao/page/0000056071.html 

または、麻生区役所トップページの中段「麻生区の子育て支援情報」→「保育所・幼稚園、

地域子育て支援センター（麻生区）」→「麻生区内の一時保育・預かり保育のご案内」 

★ 求職活動中の方に向けたアドバイス ★ 

３ページの「アドバイス」で記載のとおり、求職活動中を要件とした認可保育所への

入所は、特に低年齢児においては厳しい状況ですので、今後を見据えた動きが必要です。    

認可外保育施設や一時保育に預けてでも仕事を始めるのか、認可保育所に入れるとき

まで待ち続けるのかを考えましょう。 

認可外保育施設に預けて働き始めたい方は、４ページの「アドバイス」を参考に、早

いうちに１園を確保しておき、より良い条件のフルタイムで働ける仕事を見つける期間

を長くすることも１つの方法です。 

http://www.city.kawasaki.jp/asao/page/0000056071.html

