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子ども・子育て支援新制度

こども支援課 児童育成係 ☎：26-8315

すべての子どもたちが、笑顔で成長していくために、すべての家庭が安心して子育て

でき、育てる喜びを感じられるように平成２７年４月に、「子ども・子育て支援新制度」

がスタートしました。

斜里町では、令和2年4月からの第2期斜里町子ども・子育て支援事業計画の基本理念

『子どもの笑顔と輝く未来は地域の宝 子育て家庭をまん中に、寄り添い支え合い

夢と希望を育むまち しゃり』のもと、子育て支援をすすめます。

☆「保育の必要性の認定」について

保育園（所）・認定こども園を利用するためには、下記の「保育の必要性の認定」が必要です。

認定区分 対象となるお子さん 斜⾥町内で利⽤できる施設

１号認定 ３〜５歳で保育の必要なし 認定こども園、へき地保育所（ウトロのみ）

２号認定※ ３〜５歳で保育の必要あり 常設保育園、へき地保育所、認定こども園

３号認定※ ０〜２歳で保育の必要あり

常設保育園、認定こども園

※０歳児(生後６ヶ月以上)の受⼊れは双葉保育園・⼤⾕幼稚園のみ

へき地保育所

※3歳以上の受入後、定員に余裕がある場合のみ2歳児の受入可

※２号、３号認定は、保護者の就労時間などの保育の必要量に応じて「保育標準時間(１日１１時間まで)」もしくは

「保育短時間(１日８時間まで)」の２種類に区分されます。

☆町内「認定こども園」と「常設保育園」と「へき地保育所」の違

区

分

認定こども園 斜⾥⼤⾕幼稚園
常設保育園

●双葉保育園●はまなす保育園

へき地保育所
●ウトロ保育所●中斜⾥保育所

幼稚園機能 保育園機能

種類 幼保連携型認定こども園 認可保育所 認可外保育所

利⽤

対象

保護者の就労等の条件

はありません。

保護者が就労するなど、保育の必要性がある場合。
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区 分

認定こども園 斜⾥⼤⾕幼稚園 常設保育園

●双葉保育園

●はまなす保育園

へき地保育所

●ウトロ保育所

●中斜⾥保育所幼稚園機能 保育園機能

特 徴

○幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせ持ち、地

域の⼦育て⽀援を⾏う施設

○保護者が働かなくなったなど、就労状況が変

わった場合も、継続して利⽤可能

○保護者の就労等にあわせて保育を実施

○利⽤できる保護者は、共働き世帯など、家庭で保育ので

きない者

対 象 満３〜５歳

０〜５歳

※０歳児(生後６ヶ月以上)の受入れは

双葉保育園・⼤⾕幼稚園のみ

満３〜５歳

※保育に余裕のある場合は

２歳児のみ受入れ有

利⽤時間

<3歳〜5歳>

５時間20分

(※預かり保育あり)

⽀給認定により利⽤できる時間が決まっています

○保育標準時間

最⻑１１時間までの利⽤

○保育短時間

最⻑８時間までの利⽤(※延⻑保育あり)

【ウトロ・中斜⾥】

８時間

(※17時まで延⻑保育あり)

休 み

土曜・日曜・祝日

開園記念日

お盆休業日

年末年始

園で指定した日

夏･冬･春の⻑期休業

日曜・祝日

開園記念日

お盆休業日

年末年始

園で指定した日

日曜・祝日・年末年始
【ウトロ・中斜⾥】

日曜・祝日・年末年始

保育料 斜⾥町で定める保育料基準表に基づいた⾦額 

利⽤選考 定員を上回る希望があった場合は園にて選考 保育の必要度に応じて町が利⽤調整を⾏う 

☆認定の有効期間について

原則として１号認定は小学校就学前まで、２号・３

号認定は保育を必要とする理由にもよりますが、２

号認定は小学校就学前まで、３号認定は満３歳の誕

生日の前々日までとなります。また、３号から２号

への切り替えについては、有効期間に合わせて町か

ら２号の支給認定証を交付しますので、申請書の提

出などの手続きは必要ありません。

☆保育を必要とする理由

ア 就労

イ 妊娠・出産

ウ 保護者の疾病・障がい

エ 同居⼜は⻑期⼊院等している親族の介護・監護

オ 災害復旧

カ 求職活動

キ 就学

ク その他

斜里町 子育てガイドブック
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◎へき地保育所

保育園名 住所 電話番号
開所

期間
保育時間 休所日

乳児保育

（0歳児）

未満児保育

（2歳児）

ウトロ保育所 ウトロ中島36番地 24-2723 通年

[平日]

通常保育 8︓00〜16︓00

延⻑保育 16︓00〜17︓00

[土曜]

通常保育 8︓00〜12︓00

・日曜日

・祝日

・年末年始

実施してい

ません

原則3歳以上保育

に余裕がある場合

は、2歳児のみ受

入有

中斜⾥保育所 字中斜⾥38番地 23-2372 通年

[平日]

通常保育 8︓00〜16︓00

延⻑保育 16︓00〜17︓00

[土曜]

通常保育 8︓00〜12︓00

・日曜日

・祝日

・年末年始

保育園・保育所

こども支援課 児童育成係 ☎：26-8315

保育園(所)は、保護者が仕事や病気などの理由で、昼間お子さんの面倒をみることができない場合、

保護者に代わって保育をするところです。

◎常設保育園

保育園名 住所 電話番号
開所

期間
保育時間 休園日

乳児保育

（0歳児）

未満児保育

（1〜2歳児）

双葉保育園 朝日町5番地 23-3340 通年

[⽉〜⼟曜日]

保育短時間 8︓00〜16︓00

保育標準時間 7︓30〜18︓30

延⻑保育① 7︓30〜 8︓00

延⻑保育② 16︓00〜18︓30

・日曜日

・祝日

・年末年始

実施 実施

はまなす保育園 文光町10番地4 23-1263 通年

[⽉〜⼟曜日]

保育短時間 8︓00〜16︓00

保育標準時間 7︓30〜18︓30

延⻑保育① 7︓30〜 8︓00

延⻑保育② 16︓00〜18︓30

・日曜日

・祝日

・年末年始

実施してい

ません
実施

園庭開放日 毎月最終土曜日の8︓30〜11︓30まで ※雨天中止

園庭開放日

(ウトロ保育所のみ)
第２・第４⾦曜日（６⽉〜１０⽉までの期間）
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申 込

●申込み期間

●新規入園を希望

される場合

●在園中のお子さん

がいる場合

広報しゃり・町ホームページでお知らせ（例年11月中旬予定）

入園申込書等に必要事項を記入し、必要な書類を添付した上で役場こども支援

課・ウトロ支所のいずれかに提出

⼊園申込書は現況届を兼ねており、毎年提出が必要です。通っている保育園

(所)から書類を配布しますので、必要事項を記入し、各保育園(所)に提出

保育園・保育所の入園の手続き

こども支援課 児童育成係 ☎：26-8315

利⽤調整
利⽤定数を上回る申し込みがあった場合は、選考基準に基づき保育の必要度の⾼い順に「利⽤調整」

し、入園を決定をします。

支給認定

⼊所承諾通知
斜⾥町から「⽀給認定証」と「⼊所承諾通知」が送付され、保育園(所)の利⽤が開始されます。

認定こども園 斜里大谷幼稚園

認定こども園 斜里大谷幼稚園 ☎：23-3880

認定こども園 斜⾥⼤⾕幼稚園

区分 幼稚園機能 保育園機能

住所 本町46番地10

電話番号／FAX 23-3880(FAXも同様)

開所期間
通年

(夏季・冬季・春季の⻑期休業日を除く)
通年

保育時間
[⽉〜⾦]

３歳〜５歳児 8︓10〜13︓30

[⽉〜⼟]

保育短時間 8︓10〜17︓10

保育標準時間 7︓30〜18︓30

休園日 土曜日

◎夏季休業日︓7/25〜8/22

◎冬季休業日︓12/26〜1/18

◎春季休業日︓3/20〜4/4

乳児保育

未満児保育
実施していません 実施

日曜日・開園記念日

祝日・お盆休業日・年末年始

園で指定した日

斜里町 子育てガイドブック
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認定こども園の入園の手続き

認定こども園 斜里大谷幼稚園 ☎：23-3880

申 込

●申込み期間

●入園を希望

される場合

広報しゃり・町ホームページ・園ホームページでお知らせ（例年11月上旬）

「入園願書」「幼児生活調査票」「入園申込書兼施設型給付費等支給認定申請書

(現況届)」「申⽴書(保育を必要とする方のみ)」に必要事項を記入し、必要な書

類を添付した上で認定こども園 斜⾥⼤⾕幼稚園に提出

認定・利⽤調整

「保育の必要性の認定」「１・２・３号の認定」「保育時間区分の認定」を斜⾥町で⾏い「⽀給認定

証」を交付します。利⽤定数を上回る申し込みがあった場合は、認定こども園にて選考を⾏い、⼊園を

決定します。

利⽤開始 町から交付した「⽀給認定証」の利⽤区分に基づいて、認定こども園の利⽤が開始されます。

一時預かり事業

認定こども園 斜里大谷幼稚園 ☎：23-3880

在園時以外の斜里町内の１歳～5歳までのお子さんを一時的にお預かりします。預かりを希望する３

日前までに斜里大谷幼稚園にお申込みください。

実施園 認定こども園 斜⾥⼤⾕幼稚園

対 象 1歳〜5歳

利⽤時間
◎⽉〜⼟曜日

◎8︓10〜17︓00まで

利⽤料⾦

【満３歳以下】

◎ 1日 ／ 1,500円

◎半日 ／ 750円

【満４歳以上】

◎ 1日 ／ 1,000円

◎半日 ／ 500円（8︓10〜13︓00／13︓00〜17︓00）

注意事項

※お弁当を持参してください。

※申込みは預かりを希望する３日前までとします。

※園の休園日には実施しません。
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一時保育

こども支援課 児童育成係 ☎：26-8315

保護者の通院・冠婚葬祭や妊娠・出産などにより、家庭での保育が困難な場合にお子さんを一時的

に保育します。

実施園 双葉保育園・はまなす保育園

保育料

①一日保育

(8︓00〜16︓00)
2,000円／日

※一日保育・午前保育は給

⾷費を含む料⾦になりま

す。

②午前保育

(8︓00〜13︓00)
1,200円／半日

③午後保育

(13︓00〜16︓00)
800円／半日

備 考

◎１週間につき３日以内、１ヵ⽉に１４日以内の利⽤となります。

◎⾮常勤保育⼠の対応になることから、希望日を提⽰していただいても利⽤でき

ない場合があります。

◎遅くとも利⽤日の２日前までに申請・許可が必要です。

お問合せ先

◎役場 こども支援課 児童育成係

◎双葉保育園

◎はまなす保育園

◎TEL︓26-8315

◎TEL︓23-3340

◎TEL︓23-1263

対 象 満１歳〜⼩学校就学前の児童

斜里町 子育てガイドブック
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斜里町ファミリー・サポート・センター

社会福祉協議会 ☎：23-4704

平成３０年度から町が設置し、社会福祉協議会が運営する、地域における子育ての相互援助活動を

行う会員組織です。

ファミリー・サポート・センターの会員って？

援助する人も、援助を受ける人もセンターに入会し、会員として登録することが必要です。セン

ターと会員は雇用契約によるものではなく、有償ボランティアです。活動は会員同士の意志に基づき

行い、センターはその調整役となります。会員の種類は次の３つです。

あずかり会員

・斜里町内に居住の方

・心身ともに健康で子育てに理解と熱意があり、原則として

自宅で安全にお子さんを預かることのできる満20歳以上の方

・センター実施の会員講習会を受講された方

おねがい会員

・斜里町内に居住の方

・生後6ヶ月から小学校6年生までのお子さんをお持ちの方

両方会員

・あずかり会員とおねがい会員に同時になることができます。

☆会員登録の方法 ☆活動の内容

・入会申込書に必要事項を記入し、センターへ提出

してください。

※入会金はかかりません。

※必要な書類はセンター（斜里町社会福祉協議会

内）にあります。

※おねがい会員は随時受け付けます。あずかり会員

は毎年開催する「ファミリー・サポート・セン

ター講習会」受講後に登録いただきます。

・保育園等の開始前、終了後の子どもの預かり

・保育園等までの送り迎え（送迎方法については会

員同士の合意のうえ行うこと。別途交通費（実

費）が生じます。）

・冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子ども預

かり

・買い物等の際の一時的な子どもの預かり

・その他、会員の育児に必要な援助（要相談）

☆援助活動の利用時間

利⽤区分 利⽤時間

日中利⽤ ・午前7時〜午後7時

早朝・夜間利⽤
・早朝 午前6時〜午前7時

・夜間 午後7時〜午後9時

基準料⾦

400円／30分

450円／30分

利⽤者実質負担額

（町助成後）

200円／30分

250円／30分

※土曜・日曜・祝祭日等も上記の時間の利用は可能ですが、あずかり会員と要相談です。

※利用者負担には30分200円の町助成があります。


