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子ども・子育て支援新制度と教育・保育給付認定制度 
 

子ども・子育て支援新制度 
 

 平成２７年度からスタ－トした子ども・子育て支援新制度は，「子ども・子育て支援法」に基づき，幼児期の学校教育や保育，

地域の子育て支援について，量の拡充や質の向上をすすめていくための制度です。総社市では子ども・子育て会議を開催し， 

５年間の子育て支援のための計画を立て，計画的に保育量の確保や地域の子育て支援事業を実施させていきます。 

 

教育・保育給付認定制度 
 

幼稚園･保育所（園）･認定こども園・地域型保育事業の利用を希望される方は，教育・保育給付認定を受ける必要がありま

す。住民票のある市町村で認定を受け，保護者の就労状況等と子どもの年齢により区分され，利用される施設が分けられます。 
 

認定区分 対象者 利用可能施設 

１ 号 認 定 子どもが満３歳以上で教育のみを希望される方 
幼稚園 

認定こども園（幼稚部） 

２ 号 認 定 子どもが満３歳以上で保育の必要な理由に該当し，保育を希望される方 
保育所（園） 

認定こども園（保育部） 

３ 号 認 定 子どもが満３歳未満で保育の必要な理由に該当し，保育を希望される方 

保育所（園） 

認定こども園（保育部） 

地域型保育事業 

※支給認定証は，毎年発行するものではありません。有効期限内は大切に保管してください。 

※変更があった場合は，すみやかに変更の届出をしてください。 

※他市町村で認定を受けている場合は，再度総社市で認定を受けてください。 

 問い合わせ  こども夢づくり課 TEL 92－8265 

 

入所を希望するとき 
 

 幼稚園・保育所（園）・認定こども園・地域型保育事業の利用を希望される場合は申請が必要です。 

【全園共通】 

 ○総社市教育・保育給付認定（現況）申請書兼施設利用申請書 

【保育所（園）及び認定こども園（保育部）・地域型保育事業】 

 ○就労証明書等保育が必要なことがわかる書類（認定こども園幼稚部は不要）  

 ○総社市外に以前住んでいた方は，市町村民税県民税（非課税）証明書が必要な場合があります。 
 

 問い合わせ  こども夢づくり課 TEL 92－8265 

 

 

幼稚園・保育所（園）・認定こども園・地域型保育事業 
 

施設概要 
 

○幼稚園 

【対 象 者】１号認定を受けた方 

【利用時間】・弁当のない日 

午前８時３０分～午前１１時４５分 

      ・弁当日 

午前８時３０分～午後２時 

※預かり保育実施園では午後６時まで 

※総社南幼稚園，山手幼稚園は午前８時から開園 

 

 

○保育所（園） 

【対 象 者】２号認定，３号認定を受けた方 

【利用時間】保育標準時間 午前７時～午後６時 

保育短時間  午前８時～午後４時 

（延長保育も利用可能です。） 

【保 育 料】年齢，市民税課税額に応じて決まります。 

 

 

 
 
 

○認定こども園 

【対 象 者】１号認定，２号認定，３号認定を受けた方 

【利用時間】１号認定  午前８時３０分～午後１時３０分 

       預かり保育の利用も可能です。（月９日） 

2･3号認定 保育標準時間 午前７時～午後６時 

保育短時間  午前８時～午後４時 

（2･3 号認定の方は延長保育も利用可能です。） 

【保 育 料】 年齢，市民税課税額に応じて決まります。 

 

 

○地域型保育事業 

【対 象 者】３号認定を受けた方 

【利用時間】 保育所（園）に準ずる（若干違う園があります。

各園にお問い合わせください。） 

【保 育 料】年齢，市民税課税額に応じて決まります。
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幼稚園 
 

幼稚園一覧  
 

幼 稚 園 名 所 在 地 
定 員 

（ 人 ） 
電 話 番 号 

総社幼稚園 総社二丁目１７－１５ ２２５ ９３－４３０３ 

総社南幼稚園 中央三丁目９－１０１ １９０ ９３－５２８０ 

総社北幼稚園 泉１－１９２ １３０ ９３－２２０５ 

常盤幼稚園 駅南一丁目１３－8 ３１０ ９２－４４０８ 

三須幼稚園 上林３０３－１ ９５ ９２－０４２６ 

服部幼稚園 窪木８８５－５ ９５ ９２－０３２３ 

阿曽幼稚園 西阿曽１４１ ９５ ９９－９１３０ 

池田幼稚園 見延１９１１ ６０ ９５－８１２７ 

秦 幼稚園 秦２９８７ ９５ ９５－８９３０ 

神在幼稚園 富原４０７－１ ９５ ９３－０６８７ 

久代幼稚園 久代４５８４ １３０ ９６－０４２３ 

山田幼稚園 山田２０５－１ ６０ ９６－０９２７ 

新本幼稚園 新本７２７４ ６０ ９６－０９２８ 

昭和幼稚園 美袋２４５－１ ９５ ９９－１３０５ 

維新幼稚園 原２２５７－１ ６０ ９９－１３１０ 

山手幼稚園 岡谷６２７ １９０ ９２－０５８１ 

 

幼稚園の特別事業 
 

 利用にあたっては，事前に申し込みが必要な事業もありますので，詳しくは実施幼稚園へお尋ねください。 
 

事業名 事業内容 実施園 利用料 

園 開 放 ほぼ毎月あります。各園にお問合せください 全 園 無 料 

預 か り 

保 育 

【対象】 幼稚園に在籍している園児 

※３歳児は保護者の就労等条件があります 

【実施日】４月２日～８月１２日， 

８月１６日～１２月２８日， 

１月４日～３月３０日 

（土，日，祝日は除く） 

【時間】 早朝預かり（総社南幼，山手幼のみ） 

午前８時～午前８時３０分（月極利用のみ） 

通常預かり 

保育時間の終了～午後６時 

※午後 5時～午後 6時は延長料金が発生 

【預かり形態】一時預かり，通年預かり（月単位の利用） 

総 社 幼 稚 園 

総 社 北 幼 稚 園 

総 社 南 幼 稚 園 

常 盤 幼 稚 園 

三 須 幼 稚 園 

服 部 幼 稚 園 

阿 曽 幼 稚 園 

久 代 幼 稚 園 

山 手 幼 稚 園 

※子育てのための施設等利用給

付認定（新２号認定）を受けてい

る方は無償です 

 

一時預かり     

１日４５０円 
 

延長（午後５時～午後６時） 

１日４００円 

 

詳しくはお問い合わせください 

幼稚園の生活の様子 
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教育特区 
 

 市内・市外問わず全区域の子どもが利用できます。 

幼児期に日常的に英語に触れることにより，英語に親しみ， 

国際的感覚を豊かにします。また小規模園ならではの異年齢児 

のかかわり，地域とのかかわりも充実させます。 

【 英 語 特 区 】山田幼稚園，維新幼稚園 

【体育・英語特区】池田幼稚園 

【音楽・英語特区】新本幼稚園  
 

 問い合わせ  こども夢づくり課 TEL 92－8265 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所（園） 
 

保育所（園）一覧 
 
 

公私立 保育所（園）名 所在地 定員（人） 電話番号 

公設民営 中央保育所 駅南一丁目８－１ １２０ ９２－０９７５ 

私立 ひかり保育園 上林７６３－２ ９０ ９２－４８８９ 

〃 第二ひかり保育園 真壁１６２－１ ９０ ９２－４８８１ 

〃 第三ひかり保育園 三輪１１０２－１ ９０ ９２－４８８５ 

〃 すみれ保育園 井手９７９－１ １００ ９２－３８３２ 

〃 すずらん保育園 秦２９４７ ６０ ９５－８５１７ 

〃 第二すずらん保育園 秦３８０－２ ９０ ９３－４２６５ 

〃 みどり保育園 総社１２９５－１４ １２０ ９３－６０５７ 

〃 山手保育園 岡谷２０１－３ ９０ ９３－４８５８ 

〃 あのね保育園 駅南一丁目１２－５ ９０ ９３－０８０２ 

〃 スマイル保育園 小寺４８７ ９０ ９２－１１１０ 

〃 太陽保育園 南溝手２７７－１ ９０ ９２－６９８５ 

〃 第二太陽保育園 井手４３８ ９０ ９２－８７００ 

 

 

お子さんはしっかり噛んで食べていますか？ 

最近，あまり噛まないで食べている子が増えてきています。 

噛むことは，「胃腸の働きを助ける」「食べすぎを防ぐ」「頭がよく働く」「歯の病気を防ぐ」 

などいいことがたくさんあります。 

特に一日の始まりに食べる「朝ごはん」は大切です。しっかり噛んで食べて，目も頭もぱっちり覚まして 

楽しい一日をすごしましょう。 

食 育 ワンポイント 
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認定こども園 
施設名 所在地 定員（人） 電話番号 

いじりの認定こども園 井尻野１７２２ ２５０ ９２－３６５５ 

きよね認定こども園 清音軽部７６２ ２５０ ９４－０１０４ 

※認定こども園とは，幼稚園と保育園の良さをあわせ持つ，教育と保育を一体的に行う０～５歳児までのお子様が利用できる

施設です。 
 

 

事業名 事業内容 利用料 

延 長 保 育 

【対象】 ２・３号認定の児童 
【実施日】保育実施日 
【時間】 保育標準時間 午後６時～午後７時 
     保育短時間  午前７時～午前８時 
            午後４時～午後７時 

保育標準時間  日額    ４００円   

 月額      ５,０００円 
保育短時間  １時間      ４００円 

預かり保育 

【対 象】1 号認定の児童 
※利用に制限があります。詳しくはお問い合わせく
ださい。 

※子育てのための施設等利用給付認定（新２号認定）を受
けている方は無償です。 

 

地域型保育事業 
 

小規模保育事業                                                        
 

 小規模保育事業とは，０～２歳児までのお子様が利用できる施設です。３歳児以降は，連携施設等の利用を調整いたします。 

利用にあたっては，通常の認可保育所（園）と同様の手続きが必要となります。 

公私立 施設名 所在地 定員（人） 電話番号 

私立 スマイル乳児園 門田１２１４ １９ ９０－４１８８ 

私立 さくら保育園 中央六丁目８－１０９ １４ ９３－９７３９ 
 

事業所内保育事業                          
 

 事業所内保育事業とは，０～２歳児までのお子様が利用できる施設です。利用は，従業員枠と地域枠があり，３歳児以降は，

連携施設等の利用を調整いたします。利用にあたっては，従業員枠と地域枠の方で手続き等が異なります。 

【従業員枠の方】 

利用対象：該当施設で就労される方（総社市以外に居住される方も利用できます。） 

利用方法：住民票のある市町村において教育・保育給付認定を受けていただく必要があります。教育・保育給付認定と合わせ

て，事業所へ直接申し込んでください。 

【地域枠の方】 

利用対象：総社市に住民票のある方 

利用方法：保育所利用と同様の手続きが必要です 

公私立 施設名 所在地 定員（人） 電話番号 

私立 いずみ保育園 小寺９９５－１ １２ ９３－１１５５ 

私立 セレーノほのぼの保育園  久代５１２７ １２ ９６－０７３３ 
 

 

保育所（園）認定こども園（保育部）・地域型保育事業所の特別保育事業 
 

事業名 事業内容 実施園 利用料 

延 長 保 育 

【対象】 保育所（園）に在籍している児童 
【実施日】保育実施日 
【時間】 午後４時～午後７時 
     ・認定の場合 

保育標準時間  午後６時～午後７時 
       保育短時間   午前７時～午前８時  

※園によって異なります。 

全  園 

【認定の場合】 
保育標準時間 

日額   ４００円 
月額 ５,０００円 

保育短時間 
１時間  ４００円 

 

 問い合わせ こども夢づくり課 TEL 92－8265 
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幼児教育・保育の無償化 
 令和元年 10 月から，３歳児から 5 歳児までの子どもと，住民税非課税世帯の 0 歳児から 2 歳児までの子どもの幼稚園，保

育所，認定こども園など利用料が無償化されました。 
 

幼稚園，認可保育所（園），認定こども園等を利用する子どもたち 
 

【対象者・利用料】 

 次の施設を利用する３歳児から５歳児までの子どもと，住民税非課税世帯の０歳児から２歳児までの子どもは利用料が無償

となります。食材費，行事費，教材費などの実費はこれまでどおり保護者が負担しますが，世帯の所得及び家族構成などによっ

て，副食費（おかず・おやつ代）が免除される場合があります。 

・幼稚園 

・認可保育所 

・認定こども園 

・地域型保育事業 

・企業主導型保育事業 

※市外の施設についてはお問い合わせください。 

 
 

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち 
 

【対象者・利用料】 

 「保育の必要性の認定」を受け，市内預かり保育実施園において預かり保育を利用する子どもは，預かり保育利用料が無償と

なります。（上限月額１１,３００円） 

※「保育の必要性の認定」は事前に受けておく必要があります。 

※市外の施設についてはお問い合わせください。 

 

認可外保育施設等を利用する子どもたち 
 

【対象者・利用料】 

 事前に「保育の必要性の認定」を受け，次の対象施設・事業を利用する子どもは認定に応じた上限金額までの利用料が無償

化されます。対象施設・事業は認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンターです。 

・預かり保育未実施園もしくは認定こども園幼稚部に在籍している子ども １１,３００円 

・上記以外の３歳児から５歳児までの子ども ３７,０００円 

・住民税非課税世帯の０歳児から２歳児までの子ども ４２,０００円 

※市内預かり保育実施幼稚園及び認可保育所等に在籍している子どもの認可外保育施設等の利用料は無償化となりません。 

 

保育の必要性の認定 
 

 「保育の必要性の認定」を受けるには申請が必要です。 

【必要書類】 

 ○子育てのための施設等利用給付認定申請書 

 ○就労証明書等保育が必要なことがわかる書類 
 

 問い合わせ  こども夢づくり課 TEL 92－8265 
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認可外保育施設・各事業実施施設 
認可外保育施設・各事業実施施設一覧 

●認可外保育施設 

事業所名 所在地 電話番号 

吉備うぐいす保育園 新本２８００－１ ９６－０１１１ 

ひまわり保育所 総社一丁目１７－２５ ９４－４３０８ 

ひまわりクラブ 総社二丁目２２－４３ ９２－２３６１ 

わんぱく保育園 中央六丁目２－１１０ ９４－５５４４ 

あおぞら保育園 金井戸４４６－１ ９４－１８３３ 

あそびのきちおひさま企業組合 美袋１５８４－１ ９９－２８５０ 

いずみ保育園 小寺９９５－１ ９３－１１５５ 

託児所げんき 中央五丁目６－１０７セフィラ B－１０３ ０８０－７８４５－１８１３ 

フラワーキッズ 中央六丁目３－１１０ ０７０－２４４３－８７８７ 

はるいろほいくえん 中央三丁目２－１１１（１階） ３１－８３１３ 

●企業主導型保育事業 

事業所名 所在地 電話番号 

ポストメイト保育園 総社市役所前  中央二丁目２－１０８ ３１－７２０１ 

※企業主導型保育事業施設の地域枠を利用する場合は「教育・保育給付認定」が必要です。 

●一時預かり事業 

【 対 象 】市内在住で保護者の就労，傷病，その他の理由で保育が困難な児童 

【利用日数】月１３日まで 

【 時 間 】月～金 午前 8時３０分～午後５時３０分 

      土   午前８時３０分～午後１時      ※園によって異なります 

【利用料】日額２,２００円 

※詳しくは実施園へお尋ねください。 

事業所名 所在地 電話番号 

中央保育所 駅南一丁目８－１ ９２－０９７５ 

ひかり保育園 上林７６３－２ ９２－４８８９ 

第二ひかり保育園 真壁１６２－１ ９２－４８８１ 

すみれ保育園 井手９７９－１ ９２－３８３２ 

太陽保育園 南溝手２７７－１ ９２－６９８５ 

●休日保育 

事業所名 所在地 電話番号 

山手保健センター 地頭片山１４３－１ ９３－９８３４ 

※市内に住民票のある，生後１０か月以上から就学前までの子どもが対象です。 

●病児保育事業 

事業所名 所在地 電話番号 

病児保育室 ほっとチュッピー 井手９１９ ９３－８８８２ 

●ファミリ－サポ－トセンタ－ 

事業所名 所在地 電話番号 

保育サポート「あい・あい」 中央六丁目６－１０２ ９４－５６６５ 

※市外の施設等についてはお問い合わせください。 


