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※各月初日の在籍入所児童の属する世帯の階層区分 ２号認定・３号認定の保育料（月額）

階層区分 定　　義
３歳未満児 ３歳児以上

標準時間認定 短時間認定 標準時間認定 短時間認定

第１階層 生活保護法による被保護世帯
（単給世帯を含む）等 ０円 ０円 【市民税所得割額】

57,700 円未満の世帯
（ひとり親世帯等は

77,101 円未満の世帯）
保育料・給食費無料

第２階層 市民税非課税世帯 0円 0円
第３階層

市民税 
所得割額

48,600 円未満 19,500円 17,500円

第４階層 48,600 円以上
97,000 円未満 28,000円 26,000円

【市民税所得割額】
57,700 円以上の世帯
（ひとり親世帯等は

77,101 円以上の世帯）
保育料無料

※給食費は別途必要

第５階層 97,000 円以上
169,000 円未満 37,000円 35,000円

第６階層 169,000 円以上
301,000 円未満 41,500円 39,500円

第７階層 301,000 円以上
397,000 円未満 45,000円 43,000円

第８階層 397,000 円以上 48,000円 46,000円

認定区分 対　象 利用先

１号認定 満３歳以上で教育を希
望する場合 

・幼稚園
・認定こども園

２号認定
満３歳以上で入所要件
に該当し、保育所等で
の保育を希望する場合

・保育所
・認定こども園

３号認定
満３歳未満で入所要件
に該当し、保育所等で
の保育を希望する場合

・保育所
・認定こども園
・地域型保育所

保　育　所 幼　稚　園 認定こども園
■保育時間　月～金曜日
▽短時間認定
　　午前８時～午後４時
▽標準時間認定
　　午前８時～午後６時
▽土曜日
　　午前８時～正午
※土曜日は八木保育所、賀集保育

所、伊加利こども園で集約保育
■延長時間※別途料金必要
▽場所：神代保育所
▽時間：午前７時～午後７時
問各保育所 ( 園 ) または
　子育てゆめるん課☎ 43-5219

■教育時間
　　午前８時 30 分～午後 0 時 30 分
■預かり保育
　　午後 0 時 30 分～４時
※保育の必要性の認定を受けた場合
　は無料
■休園日　小学校に準ずる
※長期休業期間は原則開園
■対象幼児　市内在住の３～５歳児
■保育料　無料
※別途給食費等を徴収
問各幼稚園または
　子育てゆめるん課☎ 43-5219
※私立幼稚園の保育時間は、直接園
　へお問合せください

■保育時間・休園日・保育料
▽１号認定は幼稚園に準ずる
▽２号・３号認定は保育所に準ずる
※市こども園の土曜日は保育所と同じ

３施設で集約保育
■延長時間※別途料金必要
▽場所：市こども園
▽時間：午前７時～午後７時
問各認定こども園または
　子育てゆめるん課☎ 43-5219
※私立こども園の保育時間は、直接園

へお問合せください

※２号、３号認定について、保護者の就業時間等 
　により短時間認定と標準時間認定に分けられます

※延長保育有

※延長保育有

※一時保育有

※市立保育所・市こども園の土曜日保育は、八木保育所、賀集保育所、伊加利こども園で集約します
※地域型保育所の保育時間については各施設で異なりますので、直接お問合せください
※各園の特色について市ホームページに掲載していますので、ご覧ください

※多子世帯および母子・父子家庭や在宅障害児（者）のいる世帯などは、保育料の軽減があります（所得制限あり）
※１号認定は教育部分の保育料は無料。午後の預かり保育、給食費等は有料（給食費は所得により免除の場合あり）

　ご希望の施設にお子さまを連れて手続きをして
ください。申込書は施設に備え付けています。
　定員を超える場合は、審査により第２・第３希
望の施設への入所、または入所できないことがあ
ります。入所できなかった場合は、申込を１年間
有効とし、空きが生じた場合の審査対象とします。
※市外保育所・こども園を希望する場合は子育て
　ゆめるん課までご連絡ください
※産休・育休の人で令和 4 年度途中に職場復帰す

る人も今回の期間に入所希望を受付します。私
立施設については直接お問合せください

期間　10 月 18 日（月）～ 23 日（土）
　※幼稚園の受付は土曜日を除く
時間　午前９時～午後５時（23 日は正午まで）

　保育の必要性の有無および児
童の年齢に応じて、３つの認定
区分が設けられ、以下の利用先
に申し込むことができます。

◆利用先別の保育時間等について

◆　  　令和3年度月額保育料 　※令和4年度は変更になる場合があります【参考】

❶保育所（園）  
　【市立】  9ヵ所

保育所・園名 定員
 倭文保育園
　 ☎46-0654 60
 広田保育園
　 ☎45-0040 150

 榎列保育所
　 ☎42-2392 120

 八木保育所
　 ☎42-0559 120

 神代保育所
　 ☎42-1252 
 ※延長保育有

120

 志知保育所
　 ☎42-3101 45

 賀集保育所
　 ☎54-0458 120

 北阿万保育所
　 ☎55-0075 90

 阿万保育所
　 ☎55-0133 90

❷地域型保育所
　【私立】2ヵ所

保育所名 定員
 すくすく保育園　
　 ☎43-2139

19
（地域枠5）

 翁寿園保育所　　
　 ☎42-6006

7
（地域枠2）

❹認定こども園
　【市立・私立・公私連携】
　5ヵ所

園　名 定員
 伊加利こども園 　　　
（市立）☎39-0026 40 

 市こども園
（市立）☎42-0215
 ※延長保育・一時保育・

病後児保育有
175

 幼保連携型
 認定こども園松帆北 
（私立）☎36-2410

40

 幼保連携型
 認定こども園松帆南 
（私立）☎36-2344

110

幼保連携型認定こども園
福良こども園
（公私連携）☎52-0252
 ※一時保育有

130

❸幼稚園
　【市立・私立】４ヵ所

園　名 定員
 湊幼稚園
　 ☎36-2835 45

 津井幼稚園 
　 ☎38-0352 45

 志知幼稚園
　 ☎36-3340 45

 さゆり幼稚園（私立）
　 ☎52-0778 15

令和 4 年度の入所園児の募集　
申込方法

申込書配布・受付期間

お知らせ

本記事は印刷等の都合により 9 月 17 日時点の情報に基づき作成しています。内容に不確定な要素がある点ご了承ください。

南 あ わ じ 市 議 会 議 員 選 挙
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　投票日当日、仕事、レジャーなどで投票に行けない人は、
下表の期間中いずれの場所でも期日前投票ができます。
※入場券裏面の宣誓書をあらかじめご記入の上、お持ち

いただくとスムーズに受付ができます

期日前投票

投票所入場券
　はがきサイズの「投票所入場券」を、期日前投票の期間
開始後、数日かけて到着するよう郵送します。入場券が無
くても投票できますが、お持ちいただくとスムーズに受付
ができます。

選挙に関するお知らせ
　選挙の日程、開票の状況等は、市
ホームページ、さんさんネットコミュ
ニティチャンネルのデータ放送等に
よりお知らせしますので、ご利用く
ださい。

投票所への移動支援
　同居家族等の支援が無く、歩行、自家用車、公
共交通機関等により投票所に行くことが困難な選
挙人を対象に、無料で自宅から投票所までタクシー
により送迎する移動支援を実施します（車いすの
人もご利用できます）。
●実施日　投開票日のみ
※期日前投票所は対象としていません
●利用方法
　送迎事業者に事前予約。利用の際、運転手に入

場券を提示してください。投票中、送迎車両は
投票所の外で待機します。

●送迎事業者
 ・みなとタクシー（☎ 36-2880）
 ・鳴門タクシー（☎ 52-0298）
 ・南あわじ観光タクシー（☎ 0120-01-5151）
※沼島地区の人は沼島総合センター（☎ 57-0001）

にご連絡ください

問選挙管理委員会事務局☎ 43-5004

　任期満了に伴う市議会議員選挙を 10 月 24 日投開票の日程で予定していますが、衆議院議員総選挙の日程によって
は、投開票日を合わせるため、市議会議員選挙の日程を変更する場合があります。現時点で想定される市議会議員選
挙の日程は次のとおりです。

●投開票日当日の投票時間は、午前 7 時～午後 8 時です。（沼島は午前 8 時 30 分～午後 5 時） 

※① 投開票日が 10 月 31 日または 11 月 7 日となった
場合、広田地区公民館の投票所は旧緑庁舎（２階）
に変更します

※② 衆議院議員総選挙と市議会議員選挙の投開票日を別
日にした場合、衆議院議員総選挙での期間は、投開
票日の８日前（土）から開始します

場　  所 期　　間 時　　間

パルティ（２階） 期日前投票の期間全て 8：30 ～ 20：00

広田地区公民館※①
シーパ
福良地区公民館

投開票日の６日前（月）
～１日前（土）※②

8：30 ～ 20：00
（シーパは 9：30 ～）

沼島総合センター 投開票日の４日前（水）
・３日前（木） 8：30 ～ 17：00

衆議院議員総選挙の
投開票日

市議会議員選挙の
投開票日

市議会議員選挙の
期日前投票の期間

衆議院議員総選挙の
期日前投票の期間

10 月 24 日（日） 10 月 24 日（日）
衆議院議員総選挙と同日

10 月 18 日（月）～
10 月 23 日（土）

10 月 13 日（水）～
10 月 23 日（土）

10 月 31 日（日） 10 月 31 日（日）
衆議院議員総選挙と同日

10 月 25 日（月）～
10 月 30 日（土）

10 月 20 日（水）～
10 月 30 日（土）

11 月 7 日（日）
※この投開票日が決定する日に

よって、市議会議員選挙の日
程は２通り想定されます

11 月 7 日（日）
衆議院議員総選挙と同日

11 月１日（月）～
11 月 6 日（土）

10 月 27 日（水）～
11 月 6 日（土）

10 月 24 日（日）
衆議院議員総選挙と別日

10 月 18 日（月）～
10 月 23 日（土）

10 月 27 日（水）～
11 月 6 日（土）

11 月 10 日（水）以降 10 月 24 日（日）
衆議院議員総選挙と別日

10 月 18 日（月）～
10 月 23 日（土）

市ホームページなどで
お知らせします




