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はじめに 

【入園申込方法】 

  幼稚園・認定こども園（幼稚園利用）（以下「幼稚園等」という。）の入園については、子ども

政策課または総合センター市民福祉課に必要な書類をご提出ください（郵送でのお申込みは受

付けできません）。 

  

≪提出先≫ 

  ■新規入園の場合・・・子ども政策課、総合センター市民福祉課 

  ■市外幼稚園等入園の場合・・・子ども政策課 

  

≪認定こども園の保育所利用について≫ 

   保育を必要とする事由があり、認定こども園の保育所利用を希望される場合は、新規入所の

手続きが必要となります（【令和２年度版】保育所利用の入所申込みの手引き参照）。 

  

雲南市立幼稚園・認定こども園（幼稚園利用） 

入園申込みの手引き【令和２年度版】 
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【問い合わせ先】 雲南市子ども政策局子ども政策課 0854-40-1044 

幼稚園等一覧 電話番号 

佐世幼稚園 0854-43-2817 

寺領幼稚園 0854-42-0870 

西日登幼稚園 0854-42-0875 

鍋山幼稚園 0854-45-3762 

認定こども園大東こども園（幼稚園利用） 0854-43-2710 

認定こども園西こども園（幼稚園利用） 0854-43-6005 

認定こども園海潮こども園（幼稚園利用） 0854-43-2298 

認定こども園加茂こども園（幼稚園利用） 0854-49-6760 

認定こども園木次こども園（幼稚園利用） 0854-42-2173 

認定こども園斐伊こども園（幼稚園利用） 0854-42-2130 

認定こども園三刀屋こども園（幼稚園利用） 0854-45-2168 

認定こども園吉田保育所（幼稚園利用） 0854-74-0330 

認定こども園田井保育所(幼稚園利用) 0854-75-0201 

認定こども園掛合保育所(幼稚園利用) 0854-62-9900 

※必要な様式は市ホームページ http://www.city.unnan.shimane.jp/または雲南市子育てポ

ータルサイト http://kosodate-unnan.jp/から閲覧、ダウンロードすることができます。 

 

【入園要件】 

 1．雲南市に住民登録していること（転入予定の場合でも申込みできます）。 

 2．満 3歳（令和２年 4月 1日現在）以上の子どもであること。 

生年月日 保育年齢 

平成 26年 4月 2日生～平成 27年 4月 1日生 5歳児 

平成 27年 4月 2日生～平成 28年 4月 1日生 4歳児 

平成 28年 4月 2日生～平成 29年 4月 1日生 3歳児 

 

【支給認定申請】 

  幼稚園等に新規入園するためには、支給認定申請書兼入園申込書を提出していただき、雲南市の認

定を受ける必要があります。 

  ※満３歳以上で幼稚園等の教育を希望される場合は、１号認定（教育標準時間）となります。 

  ※入園内定通知に合わせ、支給認定証を発行します。 

 

【入園申込みにおける注意点】 

 1．支給認定書兼入園申込書等の記入例や注意事項をよく確認してからご記入ください。 

 2．記入漏れ・押印漏れの場合は、受付けできません。 

 3．提出書類は必ずボールペンでご記入ください（鉛筆や消せるボールペンは不可）。 

 4．記載内容に虚偽の内容があるとわかった場合は、入園内定を取消す場合があります。 

 5．年度内の転園は、困難な場合もありますので、教育方針、送迎距離などをよく検討した上で 

お申込みください。 

http://www.city.unnan.shimane.jp/または雲南市子
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１ 入園申込み締切日について 

 

入園希望月 申込受付締切日 結果通知予定 

令和２年 
4月 

令和元年 12月 2日（月）～ 

 令和元年 12月 20日（金） 
1月中旬 

5月以降 

原則、入園希望月の前月 15日 毎月 20日以降 
令和３年 

1月 

2月 

3月 

  ※受付締切日を過ぎた申込みや希望内容の変更がある場合、入園月が遅くなる場合がありま

す。 

 

 

２ 入園申込みに必要な書類について 

以下の（1）の書類に加え、（2）は必要に応じご提出ください。 

（1）「施設型給付費・地域型保育給付費支給認定申請書兼令和２年度幼稚園・保育所・認定こど

も園入園（所）申込書（「支給認定申請書兼入園申込書」という。）」 

   ⇒入園対象児 1人につき 1枚必要です。 

  ※幼稚園等での集団生活・日常生活において配慮が必要（食事、健康状態、障がいの内容など）

な場合は、事前に幼稚園等へご相談ください。 

※新規申込みの場合は、保護者（父母）及び入園対象児の個人番号（マイナンバー）をご記入

ください。申請の際、通知カード及び本人確認のため運転免許証等を提示していただきます。 

 

（２）課税証明書等 

   雲南市以外で市区町村民税を課税されている保護者の方は、副食費徴収免除確認のための

「課税証明書」または市区町村から送付される「市区町村民税決定通知書（写し）」をご提出

ください。（マイナンバー利用により省略 可） 

雲南市以外で課税されている方 必要な書類 取得（交付）先 

平成 31年 1月 2日以降に雲南市へ転入された方 令和元年度分 1月 1日現在の住所地の

市区役所・町村役場 令和 2年 1月 2日以降に雲南市へ転入された方 令和 2年度分 

  ※その年の 1月 1日に居住していた市区町村へお問合わせください。 

  ※市区町村民税決定通知書は、非課税の方には送付されない場合がありますので、その年の 1

月 1日に居住していた市区町村へお問合わせください。 

  また、入園を希望する月により必要となる証明年度が変わります。 

 

入園月 必要な「課税証明書」または「市区町村民税決定通知書（写）」 

令和 2年 4月、5月 令和元年度分 ※後日、令和 2年度分が必要です。 

令和 2年 6月～8月 令和元年度分および令和 2年度分 

令和 2年 9月以降 令和 2年度分 
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  ※上記書類は、世帯につき、保護者（父母）それぞれ 1枚が必要です（コピー可）。 

 

 

３ 申込み後（入園後）の申込み内容の変更等について 

（1）申込書の記載内容に変更があった場合 

「支給認定申請書兼入園申込書」提出後または入園後に、申込書記載内容について変更があっ

た場合は、速やかに子ども政策課で必要な手続きをしてください。入園内定後に、申込内容の

変更が判明した場合には、内定を取消すことがあります。 

 （変更例）■住所・電話番号などの連絡先 

      ■市区町村民税の課税額の変更 

      ■申込みの取下げ、内定の辞退 

      ■入園希望幼稚園等の変更 など 

 

（2）幼稚園等の年度途中転園 

   年度途中に転園を希望される場合は、子ども政策課までお問合わせください。 

 

（3）認定こども園の年度途中移籍 ≪幼稚園利用（1号認定）⇔保育所利用（2号認定）≫ 

   保護者の就労状況等の変化などにより移籍を希望される場合は、次の手続きにより移籍で

きる場合があります（施設の入園状況により移籍できない場合があります）。 

  ≪保育所利用へ変更する場合≫ 

   ①幼稚園利用のお子さんが「保育を必要とする事由」に該当となった場合、所定の様式によ

り移籍の手続きを行うことができます。 

なお、手続きは、移籍を希望する月の前月 10日頃までにお願いします。 

   ②保育を必要とする事由が「求職活動」の場合、90 日を経過する日の月末までに限り移籍

することができます。また、特別の事情がある場合を除き、同一年度内における複数回の移

籍は、受付けできません。 

 

  ≪幼稚園利用へ変更する場合≫ 

   ①保育所利用のお子さんが、「保育を必要とする事由」に該当しなくなった場合は退園とな

ります。ただし、幼稚園利用への変更手続きを行うことで、引き続き同じ施設へ通うことが

できます。 

   ②上記お子さんがその後再び「保育を必要とする事由」に該当となった場合で、保育所利用

を希望される場合は、上記（３）≪保育所利用へ変更する場合≫をご覧ください。 

 

（4）市外への転出 

   市外へ転出された場合は、幼稚園等は退園することとなります。 

   引き続き転出前に入園していた幼稚園等を利用する場合（広域入園）は、転出先の自治体担

当課にて入園申込みをしてください。ただし、広域入園を認めていない（実施していない）自

治体もありますので、あらかじめ転出先の自治体にご確認ください。 

（詳細は、７ 雲南市外の幼稚園等への入園（広域入園）について をご覧ください）。 
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４ 保育料について 

（1）保育料の算定 

   令和元年１０月１日より幼児教育・保育の無償化がスタートしました。これに伴い、幼稚園・

認定こども園の保育料は無料となりました。 

   幼稚園等では、保護者会費や副食費（おかず代）、教材費等の負担（実費負担）が必要になり

ます。詳細は各幼稚園等にお問合せください。 

 

 

５ 預かり保育について 

※長期休業中（夏休み等）の預かり保育については、園によっては大東こども園または三刀屋こど

も園を利用していただくことになります。 

 ≪預かり保育の概要（予定含む）≫ 

 

西こども園、海潮こども園、

加茂こども園、木次こども園、

斐伊こども園、吉田保育所 

田井保育所、掛合保育所 

大東こども園 

三刀屋こども園 
佐世幼、寺領幼、西日登幼、鍋山幼 

預かり時間 

・通常保育日 

14:00－18:00 

・夏季・冬季・学年末休業日 

8:00－18:00 

左記に同じ 

通常保育日（14：00-17：00） 

※夏季・冬季・学年末休業日は大東

こども園・三刀屋こども園を利用 

利 用 料 

・通常保育日 

650円／日 

・夏季・冬季・学年末休業日 

1,300 円／日 

左記に同じ 

・通常保育日 

480円／日 

・夏季・冬季・学年末休業日 

 1,300円／日 

対 象 児 自園の幼稚園利用児 
自園の幼稚園利用児 

市内幼稚園在籍児 
自園在籍児 

実 施 日 

通常保育日（月～金） 

夏季休業日、冬季休業 

学年末休業日 

左記に同じ 

通常保育日のみ 

※夏季・冬季・学年末休業日は大東

こども園・三刀屋こども園を利用 

利 用 日 数 最大 12日／月 左記に同じ 左記に同じ 

利 用 定 員 実施園の状況による 左記に同じ 左記に同じ 

申 込 締 切 利用する日の 5 日前まで 左記に同じ 左記に同じ 

申 込 書 類 在籍園に提出 左記に同じ 左記に同じ 

そ の 他 

・長期休業中の場合、昼食（弁

当）を持ってきてください。 

・園行事等により利用できな

い日があります。 

左記に同じ 

 

左記に同じ 

 

 

 

令和元年 10 月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園籍の入園対象児の保護者で、共働

き世帯など保育所の入所要件と同様な状況にある方（＝保育の必要性がある方）については、施設

等利用給付の認定を受けると幼稚園等で実施している預かり保育事業について、450円／日を上限
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に無償化の対象となります。（保育を必要とする事由については次頁をご覧ください。） 

つきましては、上記のように保育の必要性がある方については、「子育てのための施設等利用給

付認定・変更申請書」に添付書類を添え申請いただきますようお願いします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例）平  日：幼稚園預かり保育  

長期休業：こども園預かり保育 をそれぞれ月に１０日利用した場合の算定イメージ 

 日 額 利用日数 利用料（月額） 無償化対象 実質負担額 

平 日 480円 10日 
480円×10日＝4,800

円 

450円×10日＝4,500

円 

4,800円－4,500円＝300

円 

長期休業 1,300円 10日 
1,300円×10日＝

13,000円 
450円×10日＝4,500

円 

13,000円－4,500円＝

8,500円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育の必要性 

がある方 

共働き家庭 など 

幼稚園 

こども園 

保育料無償 

 

預かり保育 

 

無償化対象 

(上限 450円/日) 

 

利用料について、既に幼稚園を利用されている方は新たな手続きは不要ですが、「預かり保育」の無償化

の対象となるには、「認定申請書」の提出が必要です。必要事項を記入の上、添付書類（次頁をご覧くださ

い）を添え入園申込とともに雲南市役所子ども政策課または総合センター市民福祉課へご提出ください。 

また該当となった方には、施設等利用給付認定通知書を発行します。 

※認定開始日を遡及（遡っての認定）することはできません。 

 

上記以外 

専業主婦（夫） 

家庭など 

（幼稚園籍）無償化イメージ図 

幼稚園 

こども園 

保育料無償 
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◆認定申請に必要な書類一覧※世帯につき、原本１枚が必要です。 

№ 保育を必要とする事由等 
書類 

＊印は雲南市所定様式 
備考 

1 

月 48時間以上の就労 

（自営・内職・農業等含む） 

「＊就労（内定）証明書」 

「＊自営業・農業等就労申立書」 

・自営業・農業の場合は、別途そのこと

を証明する書類の写し 

例）自営：確定申告、営業許可書等 

   農業：出荷伝票等 

・申込時に就労「内定」の場合は、就

労開始後、就労証明書をご提出くだ

さい。 

・同居（同居予定）の 65 歳未満の祖

父母が就労している場合もご提出く

ださい。 

２ 

妊娠・出産（産前・産後） 

※期間中のみ認定 

「＊保育を必要とする事由申立書」、

「母子手帳の写し」 

・表紙および出産予定日がわかるペ

ージの写しをご提出ください。 

３ 

疾病・負傷・障がい 「＊保育を必要とする事由申立書」、

「＊医師の意見書」または「各種手帳

の写し」 

・意見書は、医師の証明が必要となり

ます。 

４ 

親族の介護・看護 「＊保育を必要とする事由申立書」 

被介護者の「＊医師の意見書」および

「各種障がい者手帳・介護保険証等の

写し」 

・意見書は、医師の証明が必要となり

ます。 

５ 

災害復旧 「＊保育を必要とする事由申立書」、

「り災証明書（自治体発行）」 

 

６ 

求職活動 

※就労を開始すれば継続

で認定 

認定期間：９０日を経過す

る日の月末まで 

 

「＊就労予定申立書」 

「ハローワークカード」等、求職活動を

証する書類の写し 

・就労開始後、就労証明書をご提出

ください。 

※求職活動で入所の場合は、入所

期間満了日の 20日前までに就労証

明書をご提出ください。 

 

７ 

就学・職業訓練 「＊保育を必要とする事由申立書」、

「学生証の写し」または「在学証明書」

もしくは「職業訓練を受講していること

が分かる書類の写し」 

・申込時に未就学の場合は、合格通

知書の写しを提出し、就学後、在学

証明書をご提出ください。 

・職業訓練受講の場合は、受講期間

および受講時間が分かるものをご提

出ください。 

 

 

６ 給食費について 

雲南市では、子育て世帯の経済的負担の軽減、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを推

進するため、３歳児以上の副食費（おかず代）を無料とすることとしました（雲南市に住所を有し

ている方のみ）。 

 主食費（ご飯代）については、引き続きご負担いただくことになります。各施設で集金します。 
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７ 雲南市外の幼稚園等への入園（広域入園）について 

 雲南市外の幼稚園等へ入園（広域入園）することができます。 

「入園申込みに必要な書類について」（3ページ）をご確認いただき、必要な書類を子ども政策

課へご提出ください。 

ただし、受入れ先の幼稚園等の状況により入園できない場合があります。 

 ■注意点 

  受入れ先の自治体に幼稚園等があり、広域入園を実施していることが前提となります。 

  雲南市内の幼稚園等に入園中の場合は、退園後の利用となります。 

 ■保育料 

  令和元年１０月１日より幼児教育・保育の無償化がスタートしました。これに伴い、幼稚園・

認定こども園の保育料は無料となりました。 

 ■市外施設を利用しておられる方は、主食費・副食費をご負担いただく場合があります。雲南市

では副食費の補助をしますので、副食費を支払われた金額がわかる領収書を添付して償還払い

の手続きを子ども政策課にて行って下さい。（上限 4,500円／月） 
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８ 雲南市内幼稚園等概要一覧（幼稚園利用） 

※預かり保育について変更となる場合があります。 

町名 施設名 〒 住所 ☎ 
利用時間 

（月～金） 

利用

定員 

預かり保育 

（幼稚園利用児対象） 

通常保育日 

14:00-18:00 

長期休業中 

8:00-18:00 

大 東 

大東こども園 699-1252 田中 50-1 43-2710 

8:30～

14:00 

※1 

35 ○ ○ 

西こども園 699-1232 仁和寺 2435-11 43-6005 30 ○ ○ 

佐世幼稚園 699-1214 上佐世 1375-1 43-2817 25 
○ 

※2 
※3 

海潮こども園 699-1206 南村 196 43-2298 15 ○ ○ 

加 茂 加茂こども園 699-1105 宇治 238 49-6760 35 ○ ○ 

木 次 

木次こども園 699-1334 新市 53 42-2173 30 ○ ○ 

斐伊こども園 699-1311 里方 1064 42-2130 30 ○ ○ 

寺領幼稚園 699-1322 寺領 612 42-0870 25 
○ 

※2 
※3 

西日登幼稚園 699-1342 西日登 985 42-0875 15 
○ 

※2 
※3 

三刀屋 

三刀屋こども園 690-2404 給下 750-2 45-2168 45 ○ ○ 

鍋山幼稚園 690-2634 乙加宮 1228-1 45-3762 15 
○ 

※2 
※3 

吉 田 

吉田保育所 690-2801 吉田 2664 74-0330 5 ○ ○ 

田井保育所 690-2313 深野 244-4 75-0201 5 ○ ○ 

掛 合 掛合保育所 690-2701 掛合 2149-2 62-9900 10 ○ ○ 

※1 施設により異なる場合があります。各施設へお問合わせください。 

※2 佐世幼・寺領幼・西日登幼・鍋山幼の通常保育日の預かり保育時間は 14:00－17:00 となります。 

※3 長期休業中（夏季、冬季、学年末休業日）は大東こども園または三刀屋こども園をご利用ください。 
 
 


