
▼この冊子についてのお問い合わせ

http://www.city.
toyohashi.lg.jp/
ikunavi/

豊橋市こども未来部

保育課

すくすく

豊橋市今橋町1番地（東館2階）

TEL：0532-51-2322  FAX：0532-56-5133
E-mail：hoiku@city.toyohashi.lg.jp

ママサポーターやチャイルドサポーターが相談や

情報提供を行います。お気軽にご相談ください。

保健所こども保健課　　  TEL●0532-39-9160
こども未来部こども未来館 TEL●0532-21-5528
http://www.city.toyohashi.lg.jp/26546.htm

とよはしの子ども・子育て応援情報紙

就園
ガイド編

子育て支援情報
ポータルサイト

「育なび」

http://www.city.
toyohashi.lg.jp/
33231.htm

http://www.city.
toyohashi.lg.jp/
17958.htm

http://www.city.
toyohashi.lg.jp/
17961.htm

旬の子育て
支援情報が届く

不要なQRコードを

指でかくすと読みとり

やすいです

「育なびレター」

ガイドブック詳細版はこちら

認定こども園・保育園 幼稚園

妊娠・出産・子育て総合相談窓口
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入園の手続き

▼認定こども園 ▼保育園 ▼幼稚園

認定こども園・保育園

❶4月からの入園

　認定こども園は、教育・保育を

一体的に行う施設です。幼稚園

と保育園の機能や特長をあわせ

もち、地域の子育て支援も行う

ところです。3歳以上児は、保護

者が働いている、いないに関わ

らず利用でき、保護者の就労状

況が変化した場合でも、通い慣

れた園を継続して利用できるこ

とが大きな特長です。

　保育園は、保護者が働い

ていたり、病気にかかって

いるなどの理由で、家庭で

保育ができないとき、保護

者にかわって保育すること

を目的とする児童福祉施

設です。人間形成の基盤を

培うとても大切な時期に、

生活時間の多くの部分を

過ごすところです。

　幼稚園は、3歳から小学

校入学前までの幼児のた

めの教育機関です。心身の

発達を図り集団生活に慣

れさせることを目的とする

施設です。園によってさま

ざまな教育方針で教育が

行われています。保護者が

働いている、いないに関わ

らず利用できます。

詳しい内容は、豊橋市のホームページや広報とよはしなどで順次お知らせいたします。

１．入園案内、申請書などを各施設で配布します。（９月上旬頃）

２．申請書を各施設で受け付けます。（１０月上旬頃）

３．入園面接を各施設で行います。日時は各施設へお問い合わせください。

❷年度途中からの入園

●年度途中の入園については、各月初日からの入園をお受けします。

●希望する施設に連絡を取ったうえで、入園前月２０日までに、各施設に必要書類を提出してください。

幼稚園

❶4月からの入園

詳しい内容は、豊橋市のホームページや広報とよはしなどで順次お知らせいたします。

１．入園案内、願書などを各施設で配布します。（９月上旬頃）

２．願書を各施設で受け付けます。（１０月上旬頃）

３．入園面接等は各施設へお問い合わせください。

❷年度途中からの入園

●各施設へお問い合わせください。

認定こども園
（保育園部分）

認定こども園
（幼稚園部分）

保育園 幼稚園

園の特徴
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　認定こども園（保育園部分）と保育園は、市の「保育認定」を受けることができる方のみ利用できます。

「保育認定」を受けるには保護者のいずれもが下記❶～❽のいずれかに該当することが必要です。各事

由ごとに認定の期間が異なりますのでご注意ください。

　施設への入園申し込みの際に、該当事由を証明できる書類を提出していただきます。

保育を希望する場合

　認定こども園（幼稚園部分）や幼稚園は、３歳以上であれば、上記❶～❽に該当するしないにかかわら

ず利用できます。認定こども園（幼稚園部分）は、施設への入園申し込みの際に、教育認定の手続きを行

います。

　利用時間は各施設へお問い合わせください。

　保育の必要量に応じて「標準時間」と「短時間」に区分されます。利用時間や保育料が異なります。　

●「標準時間」（長時間保育）…フルタイムの就労などを想定した、おおむね１１時間以内の利用

●「短時間」（通常保育）……… パートタイムの就労などを想定した、おおむね８時間以内の利用

認定こども園
（保育園部分）

保育園

上記以外の場合 認定こども園
（幼稚園部分）

幼稚園

事　由 条　件 認定の期間

●❶ 就労
自宅内外で１月６４時間以上の労働をしている

（目安：１日４時間以上かつ週４日以上）

入園承諾開始日から小学校就

学前日まで

●❷ 妊娠・出産 母親が妊娠中又は出産前後である
出産予定日の前２か月

産後８週間経過後の月末まで

●❸ 保護者の疾病・

　 障害

保護者が疾病又は心身に障害があり、常に保育

できない 入園承諾開始日から医師等の

作成した診断書に記載されて

いる期間●❹ 同居親族等の

　 介護・看護

疾病又は心身に障害がある同居または長期入

院している親族を常時介護・看護している

●❺ 災害復旧
災害（火災、風水害、震災等）の復旧にあたって

いる

入園承諾開始日から左の状態

が継続すると見込まれる期間

●❻ 求職活動
求職活動（起業の準備を含む。）を継続的に

行っている

入園承諾開始日から９０日

（３か月間）

●❼ 就学

学校教育法に基づく大学、専修学校、各種学校

等に就学している又は職業訓練校などによる

職業訓練を受けている（目安：１月６４時間以上）

入園承諾開始日から在学証明

書等に記載されている期間

●❽ 保護者の

　 育児休業

育児休業取得時に、既に保育を利用している子

どもがいて継続利用が必要
育児休業期間
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　お子さんの入る施設を選ぶ際、以下のチャート表を参考にしてください。

両親のどちらかが働い

ていない

両親とも働いているま

たはひとり親家庭

あなたの利用できる施設は？

幼稚園※ 保育園

お子さんの年齢は？

教育認定
３～５歳

保育認定 
３～５歳

保育認定
０～２歳

3～5歳 ０～２歳

働き方は？

１か月の就労時間

両親のどちらかが働い

ていない

一時預かりや保

護者と一緒に園

庭解放などを利

用してください。

両親とも働いているま

たはひとり親家庭

働き方は？

64時間

以上

64時間

未満

１か月の就労時間

64時間

以上

64時間

未満

認定こども園
（保育園部分）

保育園認定こども園
（保育園部分）

認定こども園
（幼稚園部分）

お子さんの年齢、認定の区分、利用できる施設については下表のとおりです。
平成30年4月1日現在

年　齢 認定の区分 利用できる施設

３～５歳

教育認定 不要 幼稚園

教育認定 認定こども園（幼稚園部分）

保育認定 認定こども園（保育園部分）・保育園
０～２歳
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❶保護者のみなさんに負担していただく保育料は、次のように決めています。

1.児童の父母、あるいは同居の祖父母（家計の主体である場合に限る）の市民税所得割額を確認し、階層

区分を決めます。この際、住宅借入金等特別控除、配当控除等は適用されません。８月分保育料までは、

前年度市民税を、９月分保育料からは、当年度市民税を確認します。

2.ひとり親世帯などであっても、市民税が課税されていたり、申告をしていない方、同居の祖父母（家計の

主体である場合に限る）に課税されている場合などは、保育料を負担していただきます。

❸保育料の軽減について

　豊橋市では、国の基準より低い独自の保育料を設定したり、多子世帯や低所得世帯の保育料を軽減し

たりするなど、保護者の負担が軽減されるよう取り組んでいます。

●同一世帯同時入園

　　同一世帯から他の認定こども園、保育園、幼稚園等を利用している児童を含め、２人以上入園してい

る場合、２人目の保育料は半額に、３人目以降は無料となります（教育認定は小学校１～３年生までの兄

姉がいる場合、その児童もカウントします）。

●第３子目以降の軽減

　　豊橋市独自の軽減として、１８歳未満の児童が３人以上いる世帯の３人目以降の児童の保育料は所得

に応じて無料または半額となります。

●その他の軽減

　　母子世帯、父子世帯、在宅障害児（者）のいる世帯のうち、所得などの一定の要件を満たす世帯につ

いては、保育料が軽減される場合があります。

　月々の授業料等は幼稚園によって異なります。金額・内容については各園にお問い合わせください。ま

た、豊橋市に住民登録があるお子さんを対象に、授業料及び入園料を補助する制度「幼稚園就園奨励制

度」があります。毎年６月中旬に各園から保護者の方へ申請書類が配付されますので、必要事項をご記入

の上、園に提出してください。補助金は前期と後期の２回に分けて支払います。ご不明な点がありました

ら、保育課へお問い合わせください。

幼稚園就園奨励制度については、ホームページでご確認ください。

▶http://www.city.toyohashi.lg.jp/17962.htm

❷保育料について

　市民税所得割額の違いだけでなく、お子さんの年齢や、保育認定か教育認定かの区分などにより金額

が異なります。（保育料微収額表は、7ページ参照）

　詳細はホームページで確認できます。

▶http://www.city.toyohashi.lg.jp/17960.htm
　また、保育料以外に各施設において実費等の料金が必要となります。

　金額・内容については各施設へお問い合わせください。

認定こども園・保育園の保育料について

認定こども園（保育園部分） 認定こども園（幼稚園部分） 保育園

幼稚園の授業料について 幼稚園
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認定こども園・保育園一覧

　入園児を平日、おおむね午後７時まで保育します。公立園について

は、土曜日午後６時まで保育します。

※各施設によって利用料が異なる場合がありますので、直接お問い

合わせください。

◎延長保育

病気、冠婚葬祭、就労などで、一時的に保育出来ない時にお預かりし

ます。

※上記以外の認定こども園や保育園においても利用できる場合が

あります。

□一時預かり

【対象】認定こども園（保育園部分）、保育園に在園している1歳

以上の児童を日曜・祝日に、保護者が仕事のため、家庭で保育できな

い時にお預かりします。

☆休日保育

地域の在宅の児童を対象に園庭開放、在園児との交流事業等を実施

します。

△子育て支援地域活動

　心身に障害のある児童を保育します。

◆障害児保育

利用料●日額：１５０円

利用料●日額：2,000円（給食費別）

利用料●日額：2,000円（昼食等が必要）　詳細情報はホームページをご覧くださ

い。随時情報を更新します。

▶http://www.city.toyohashi.
　lg.jp/22852.htm

【認定こども園（民間）】17園

実施事業 園　名 定員 小学校区 所在地 電　話

◎△ むかい山こども園 115 新川 向山町字庚申下1-1 53･5381

△ 正林寺保育園 205 松山 南松山町104 55･5101

◎△ 岩田こども園 385 岩田 中岩田一丁目14-23 61･2753

◆△ 円通寺保育園 190 高師 上野町字上原101-1 45･5256

◎△ 高師東こども園 225 幸 西幸町字古並51-6 45･6715

◎△ 緑が丘こども園 175 細谷 細谷町字荒神松9 21･1120

◎◆△ 明照保育園 285 牟呂 牟呂中村町6-1 31･1419

◎△ おおさきこども園 125 大崎 大崎町字平地23 25･0918

◎△ 三宝こども園 225 下地 下地町三丁目3-1 55･1990

◆△ 老津保育園 175 老津 老津町字宮脇8-1 23･1329

◆△ 大村こども園 135 大村 大村町字松ノ木田2-2 53･1013

△ 豊橋才能教育こども園 360 鷹丘 東小鷹野一丁目15-８ 61･8963

△ 希望が丘こども園 340 二川南 大岩町字大穴117-3 41･2392

◎△ 二川幼稚園 230 二川 大岩町字東郷内12-1 41･0001

△ 牛川育英幼稚園 245 牛川 牛川町字浪ノ上10 54･7967

△ 恵日こども園 150 東田 東田町字西郷114-2 52･7387

△ 希望が丘第二こども園 105 八町 旭町164 52･2093

【認定こども園（公立）】1園

実施事業 園　名 定員 小学校区 所在地 電　話

◎◆△☆ こじかこども園 165 植田 植田町字一本木116-151 25･3165

【保育園（民間）】39園

実施事業 園　名 定員 小学校区 所在地 電　話

◎△ ひまわり 120 旭 東新町253 52･3357

◎△ 昭和 80 東田 東田町字西脇102-3 55･3805

◎△ 塩満 170 福岡 小池町字西海戸54 45･6161

◎△ 東部 140 多米 多米町字大門2-1 61･1410

△ 玉川 90 玉川 石巻本町字日南坂7-3 88･0526

△ 天伯 140 天伯 天伯町字豊受1-12 46･7415

△ 東観音寺 70 小沢 小松原町字坪尻14-2 21･2562

△ 長栄 140 磯辺 一色町字天獏15-1 46･7760

【保育時間】 （通常保育）月～金　午前８時～午後４時

　　　　　　　　　　  土　　　午前８時～午後０時３０分

【受入年齢】 おおむね生後6か月から

※保育時間・受入年齢は認定こども園や保育園により異なりますので、

　各施設へ直接お問い合わせください。

【保育園（民間）】　　　　　　　　　　  平成30年4月1日現在

実施事業 園　名 定員 小学校区 所在地 電　話

◎ 下条 50 下条 下条東町字古城88-2 88･5335

◎◆△ 野依 240 野依 野依町字八幡2-19 25･2653

◆△ 豊南 160 豊南 東赤沢町字西横根135 21･2227

◆△ 高塚 130 高根 高塚町字笹原6 21･2136

◎◆△ あしはら 250 芦原 西高師町字白山1-1 46･5337

◎◆△ 二川東 190 二川 二川町字東町163-41 41･1110

◆△ 谷川 130 谷川 中原町字東荒神34-1 41･1114

◎◆△ 春日 180 豊 春日町二丁目28 61･5628

◎◆□ 東山 180 飯村 大岩町字境目5-1 41･5343

◎◆ 羽田 170 花田 花田町字百北71-4 31･2294

◆△ 福岡 270 栄 町畑町字森田48 45･2217

◆△ 牛川 160 牛川 牛川町字中郷2-10 52･5470

◎ 花ヶ崎 180 羽根井 羽根井本町10 31･5671

◆△ 前芝 150 前芝 前芝町字西堤25 31･0703

◎◆△ こまどり 220 幸 牧野町字北原25-2 46･9120

◆ 柱 230 福岡 柱七番町163-3 46･8927

◆△ ひばり 150 岩田 東岩田二丁目14-6 63･1484

◆△ 三郷 200 牟呂 神野新田町字ソノ割23 31･3525

◆ 松葉 110 松葉 北島町字北島88 52･7006

△ 飽海 50 八町 飽海町80 55･5813

◆□ 往完 190 羽根井 往完町字郷社東34 32･3225

◎△ 石巻 190 石巻 石巻町字奥屋敷10 88･0159

◆△ みどり 80 西郷 石巻平野町字中野田103-1 88･0453

◆△ 嵩山 60 嵩山 嵩山町字宮下78 88･1014

△ 賀茂 60 賀茂 賀茂町字宗末1-4 88･3918

◎ 吉田方 290 吉田方 吉川町125-2 31･7759

◎◆ 吉田方西 240 吉田方 小向町字西小向5 32･2927

◎◆△ 磯辺 190 磯辺 駒形町字丸山24 45･3298

◎◆△□ 植田 170 植田 植田町字池堀田68-1 25･2411

◆△ 杉山 160 杉山 杉山町字御園1-4 23･0140

◎◆△ 岩西 220 岩西 高師町字北原1-104 62･0111

【保育園（公立）】4園 ※新吉保育園は、０～２歳児のみ保育します。

園　名 定員 小学校区 所在地 電　話

◎◆△ 津田 120 津田 横須賀町林8-1 31･3623

◎△ 新吉 80 新川 新吉町1-2 52･2711

◎◆△ 牛川東 170 鷹丘 牛川町字乗小路31-6 61･4693

◎◆△☆□ くるみ 140 松葉 松葉町三丁目8-3 53･1528
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幼稚園一覧 22園

○朝の預かり保育  ◎保育終了後の預かり保育

△園庭開放等　　  ■夏・冬休み期間中の預かり保育

　詳細情報はホームページをご覧くださ

い。随時情報を更新します。

▶http://www.city.toyohashi.
　lg.jp/22855.htm

　おむつ外れは体の機能が準備されていないとできません。それは個人差があります。

　“4月の入園までに何とかしたい”という親御さんのプレッシャーが、お子さんに伝わりま

す。入園で初めて親から離れた環境に置かれ、ただでさえも不安の高い時期にさらに排泄

へのプレッシャーを与えることはお子さんの負担になっていきます。就園すると集団の刺激

を受けて自力排泄が進むこともありますので、お子さんのペースに合わせて外すトレーニ

ングをしていきましょう。

年少の入園前までに必ずおむつが外れてないといけないの？Q

A

１．まずはお子さんの排尿間隔を知りましょう。

２．それに合わせて時間でトイレに誘いましょう。

３．できてもできなくてもトイレに行けたことをほめましょう。

４．排泄に成功したら、「すっきり」の快感を言葉で伝え、大げさにほめましょう。

　また、達成感を実感できる仕掛けや工夫を。（シールを貼るなど）

おうちでのチャレンジ

おしえて！Q&A

実施事業 園　名 定　員 小学校区 所在地 電　話

◯◎△■ 曙 160 高師 曙町字松並28 45・6512

◎△■ 大清水 209 大清水 南大清水町字元町66-2 25・1895

◎△■ 悟真寺 200 松葉 関屋町213 55・0623

◎△■ こばと 310 幸 牧野町125-1 46・3030

◯◎■ 仔羊 245 多米 岩田町字影岩7-4 61・6975

◯◎△■ 寿泉寺 200 向山 瓦町字通裏28-5 62・3580

◯◎△■ 寿泉寺いずみ 280 汐田 牟呂町字百間60 48・3588

◯◎△■ 寿泉寺みゆき 310 岩西 東幸町字東明128 62・7811

◯◎△■ たかくら 209 福岡 鍵田町117 54・7715

◎△■ 高師台 209 高師 浜道町字管石24 46・6277

△■ 高洲若葉 209 吉田方 高州町字小島18-1 31・8008

◎△■ 豊岡 420 岩田 東岩田四丁目1-2 62・6100

◎△■ 豊橋旭 170 松山 向山町字七面89-2 53・7765

◎△■ 豊橋中央 200 新川 新吉町6 52・7805

△■ 豊橋若葉 200 牟呂 牟呂外神町3-2 31・8082

◯◎△■ にじの森 279 飯村 飯村北一丁目11-6 62・4514

◯◎△■ 花園 200 松山 花園町6-1 54・7611

◎△■ 富士見 255 富士見 富士見台一丁目14-1 23・1900

◯◎△■ 富士見台 140 富士見 富士見台六丁目6-1 25・6991

◯◎△■ 不動院 335 向山 瓦町通一丁目31-1 52・2611

◯◎△■ むさしの 160 石巻 石巻町字間場83-23 88・0531

◯◎△■ ゆめの子 400 多米 岩崎町字山神1-11 61・8864

※実施している事業の内容は園ごとに異なります。

　詳細は、各園へお問い合わせください。
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階層区分 世帯区分

利用者負担額（月額・円）

保育認定

教育認定3歳未満児 3歳児 4歳以上児

標準時間 短時間 標準時間 短時間 標準時間 短時間

1 生活保護世帯 − 0 0 0 0 0 0 0

2
市町村民税

所得割非課税世帯
− 0 0 0 0 0 0 0

3 48,600円未満

ひとり親

世帯等
4,950 4,800 4,200 3,900 3,500 3,200 1,500

その他の

世帯

10,900 10,600 9,800 9,500 8,200 7,900 5,500

（5,450） （5,300） （4,900） （4,750） （4,100） （3,950） （2,750）

4
48,600円以上

73,000円未満

ひとり親

世帯等
4,950 4,800 4,200 3,900 3,500 3,200 1,500

その他の

世帯

15,700 15,400 14,700 14,400 12,300 12,000 1,500

（7,850） （7,700） （7,350） （7,200） （6,150） （6,000） （4,500）

5-1
73,000円以上

77,101円未満

ひとり親

世帯等
4,950 4,800 4,200 3,900 3,500 3,200 1,500

その他の

世帯

22,200 21,800 19,500 19,200 16,400 16,100 10,100

（11,100）（10,900） （9,750） （9,600） （8,200） （8,050） （5,050）

5-2
77,101円以上

116,000円未満
−

22,200 21,800 19,500 19,200 16,400 16,100 11,200

（11,100）（10,900） （9,750） （9,600） （8,200） （8,050） （5,600）

6
116,000円以上

163,000円未満
−

30,300 29,800 21,200 20,900 17,800 17,500 12,800

（15,150）（14.900）（10,600）（10,450） （8,900） （8,750） （6,400）

7
163,000円以上

209,000円未満
−

39,000 38,400 22,200 21,800 18,700 18,400 13,400

（19,500）（19,200）（11,100）（10,900） （9,350） （9,200） （6,700）

8
209,000円以上

340,000円未満
−

48,000 47,200 23,300 22,900 19,600 19,300 16,000

（24,000）（23,600）（11,650）（11,450） （9,800） （9,650） （8,000）

9
340,000円以上

397,000円未満
−

53,000 52,100 27,600 27,100 23,200 22,800 18,600

（26,500）（26,050）（13,800）（13,550）（11,600）（11,400） （9,300）

10 397,000円以上 −
58,000 57,000 32,000 31,500 26,900 26,400 18,600

（29,000）（28,500）（16,000）（15,750）（13,450）（13,200） （9,300）

市
町
村
民
税
所
得
割
課
税
世
帯


