
質問 回答

1
保育所等を利用したいのですが，歳児により
入りやすい入りにくいはありますか。

利用を希望される月や保育所等によって異なりますので，保育所等の所在
する区役所・支所にお問い合わせください。

2 年度途中は入りにくいのでしょうか。

平成２６年４月と翌年３月の比較においては，１，０００人程度利用児童が
増加しており，年度途中においても一定児童の受入は可能です。ただし，
年々改善傾向にはありますが，年度途中においては待機児童が生じてお
り，保育所整備等により受入枠の拡大に努めております。

3 申込みは早い方が有利ですか。
締切日までに必要な書類を御提出いただいた方は，同じ基準で判断させて
いただきますので，早い方が有利ということはございません。

4 現在，育休中ですが申込みはできますか。
育児休業中に新しく保育所等の利用を開始することはできません。ただし，
利用を開始する月中に復職される場合と保育所等を利用できれば育児休
業を短縮して復職される場合は，お申込みいただけます。

5
現在，働いていないのですが申込みはできま
すか。

就労しておられなくても，他の「保育を必要とする理由」に該当すれば，お申
込みいただけます。

6
市外の保育所等を利用したいのですが，申し
込みはできますか。

原則，市外の保育所等は利用できませんが，里帰り出産の場合には，市外
の保育所等の利用について，お申込みいただけます。

7
京都市へ転入予定ですが，転入前に申し込み
はできますか。

保育所等の利用開始日までに住民票を京都市に異動していただくことを条
件として，申込みを受け付けており，住民票の異動後に，支給認定証をお
渡ししています。なお，入所の内定が出た場合でも，住民票を異動されない
場合には御利用いただけません。

8
希望する保育所等を利用できないことはあり
ますか。

希望する保育所等への受入れ可能数よりも申込数が多い場合には，区役
所・支所において優先度の判定を行い，優先度の高い児童から順に希望
する保育所等を利用していただくことになります（利用調整といいます）。

9
出生予定で４月からの申し込みはできます
か。

申込みの受付は出生されてからになります。また，希望する保育所等によ
り，受入年齢が異なりますので，保育所等の所在する区役所・支所に事前
に御相談ください。

10
当分の間，京都に住むことになりますが，住民
票を移さずに京都市の保育所等を利用するこ
とはできますか。

原則，他市町村の方は京都市内の保育所等は利用できません。ただし，京
都市に里帰り出産される場合には，他市町村に住民票がある方でも市内
の保育所等を利用していただくことが可能です。

11
居住地で保育所を利用しているが，一時的に
里帰り出産で京都市の保育所等を利用するこ
とはできますか。

里帰り出産の場合には，他市町村に住民票がある方でも市内の保育所等
を利用していただくことが可能です。ただし，居住地と京都市の保育所等に
二重に在籍することはできません。

12
他都市に住みながら，京都市の保育所等を利
用できますか。

京都市の保育所等を利用いただくには，京都市で支給認定を受ける必要
がありますので，京都市にお住まいでない方は，御利用いただくことができ
ません。

13 空きのない保育所等も希望できますか。
御利用されたい保育所等を希望することを妨げることはありませんが，でき
るだけ複数の保育所等を希望されることをお勧めします。

14
複数の保育所等を希望する場合，選考上不
利になることはありますか。

複数の保育所等を希望されても，選考上不利になることはございません。
ただし，入所の内定が決まれば内定が出た保育所等以外は利用できませ
ん。

15 選考結果はいつわかりますか。

４月入所の申込については，３月の上旬に選考結果（利用調整結果）の通
知を発送します。
４月以外の年度途中入所については，利用開始希望月の前月２０日頃に
発送します。

16
第１希望以外の保育所等に入所後，第１希望
に空きが出たら転園できますか。

第１希望以外の保育所等に入所された場合でも，自動的に転園ができる制
度はございませんので，改めて保育利用申込手続を行っていただく必要が
あります。転園の場合，原則，優先度の判定（利用調整）において５ポイント
を減点します。



質問 回答

17
現在，保育所入所中で下の子を出産したので
育休を取りますが，上の子は引き続き入所で
きますか。

すでに保育所等を利用している子どもがいる場合は，下の子どものために
育児休業をとっても，上の子どもについては，御利用中の保育所等を引き
続き利用していただくことができます。

18
定員が充足していない保育所等なら，いつで
も入所できますか。

受入に当たっては，児童数に応じた面積要件及び職員配置を満たしている
必要があるため，入所できない場合があります。

19
定員充足率が１００％を超えている保育所等
へは入所できないですか。

児童数に応じた面積要件及び職員配置を満たしている場合は，一定の範
囲内で定員外入所が認められていることから，入所できる場合もあります。

20 どこの保育所が利用しやすいですか。
利用状況からは京北，洛西，醍醐地域が比較的利用しやすい状況にあり
ますが，同じ地域内であっても立地等により異なります。

21
保育所（公営，民営）によって，違いはありま
すか。

公営・民営を問わずすべての保育所については，本市の施設基準や職員
配置基準等に基づき運営しており，原則同じです。ただし，各園により運営
方針や保育時間等は異なっておりますので，確認されることをお勧めしま
す。

22
小規模保育を利用した場合，３歳になるとき
に，また保育利用の申込が必要になります
か。

小規模保育事業所を御利用の場合は，３歳になった年の年度末までは，小
規模保育事業所を御利用いただくことができますが，３歳誕生日後の翌４
月には，再度保育利用のお申込みをいただく必要があります。
ただし，小規模保育事業所からの移行されるお子様については，保育所等
を御利用できなくなることがないよう，できる限り配慮させていただいており
ます。

23
きょうだいであれば同じ保育所等を利用できま
すか。

「きょうだいが既に保育所等を利用しており，申込児童が同一の保育所等
の利用を希望する場合」又は「きょうだいが同時に同一の保育所等の申込
みをした場合」には，利用調整の際の調整指数で５ポイントを加点しており
ます。

24
待機児童ゼロだから保育所は利用しやすいの
ですか。

平成２６年４月と平成２７年４月においては，特定の保育所等しか希望しな
いなどでなければご利用いただける状況にありました。ただし，年々改善傾
向にはありますが，年度途中においては待機児童が生じており，保育所整
備等により受入枠の拡大に努めております。

25
保育所等を長期間休みたい場合は，どうした
らよいですか。

保育所等の休園の制度はございませんので，在籍していただいている間は
利用者負担額（保育料）をお支払いただく必要がございます。

26
仕事を辞めることになった場合，退所しないと
ダメですか。

就労しておられなくても，他の「保育を必要とする理由」に該当すれば，引き
続き保育所等を利用いただくことは可能です。

27
働いていても，子どもを幼稚園に通わせること
はできますか。

市内の９割以上の幼稚園が，幼稚園の良さをいかしながら保育ニーズに応
えるための預かり保育を実施しています。料金や時間設定等が各幼稚園
により異なっていますので，確認されることをお勧めします。

28
保育所等の申込方法について知りたいのです
が。

保育所等を利用するには，①支給認定の申請と②保育利用の申込みが必
要です。
保護者のいずれかと対象の子どもが京都市内にお住まいで，保護者のい
ずれもが「保育を必要とする理由」にあてはまる場合には，保育所等をお申
込みいただくことができます。詳しくは申込みの御案内を御覧ください。

29 保育所等はだれでも利用できますか。
保護者のいずれかと対象の子どもが京都市内にお住まいで，保護者のい
ずれもが「保育を必要とする理由」にあてはまる場合には，保育所等をお申
込みいただくことができます。

30
保育必要量は「○○時間」となりますが，その
時間の範囲内であれば，子どもを預けてもい
いのですか。

支給認定の内容が，保育短時間の場合は８時間，保育標準時間の場合は
８．５時間から１１時間の範囲で３０分単位で御利用いただけます。保育利
用の時間帯については，各保育所等に御相談ください。
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31
保育所等の申込みの際にはどんな書類が必
要ですか。

保育所等を利用するには，①支給認定の申請と②保育利用の申込みが必
要です。
お申込みの際には，(1)支給認定申請書，(2)保育利用申込書，(3)保育利用
申立書，(4)保育を必要とする理由に応じた添付書類（就労証明書等）が必
要です。詳しくは申込みの御案内を御覧ください。

32
小規模保育事業所とは，どんな施設なのです
か。

小規模保育事業所とは，０～２歳児を対象とする定員１９人までの小規模
な施設です。
保育所（園），認定こども園（保育園部分）と同様に，支給認定の申請と保育
利用の申込みを経て御利用いただくことができます。

33 保育料の決定方法を教えてほしいのですが。
世帯の市民税の課税状況，児童の年齢，利用時間，世帯内の保育所の利
用人数等により算定します。具体的な金額については，保育料についてを
御参照ください。

34 保育料に対する減免等はありますか。
世帯の状況等に応じた軽減・減免制度を設けておりますので，詳しくは保育
料の軽減・減免制度を御参照ください。

35
３人目の保育料が無料になると聞いたのです
が，どのような手続きが必要ですか。

国では３人以上が保育所等を利用していることを免除要件としているところ
を，世帯内の第３子以降であれば保育料を免除にする事業（所得制限あ
り）を行っています。詳しくは保育料の軽減・減免制度を御参照ください。

36 保育料は施設ごとに違いますか。
本市では，小規模保育事業等は，保育所や認定こども園よりも低い保育料
に設定しています。

37
小規模保育事業の保育料について教えてほ
しいのですが。

保育所，認定こども園，小規模保育事業等の保育料については，市町村民
税額，利用時間等によって決まります。

38 給食代は必要ですか。

４月１日時点の年齢が０歳，１歳及び２歳の児童については，原則として給
食費を園に支払う必要はありません。年度当初の時点で３歳以上の児童に
ついては，副食（おかず）分の経費については原則支払う必要はありませ
んが，主食（ごはん・ぱん等）分の負担が必要になる場合があります。

39
保育料以外にどのような費用がかかります
か。

園児個人の所有になる教材費や遠足などの行事の際の実費（入園料や交
通費等），時間外保育（延長保育）等がかかります。園によっても，徴収され
る項目・内容や金額が異なりますので，園を選択する際によく確認されるこ
とをお勧めします。

40
時間外保育を利用する場合は，手続きが必要
ですか。また，利用制限はありますか。

時間外保育については，利用されている保育所等との間で，利用時間，利
用方法等決定のうえ，手続きを行ってください。各施設が実施する時間外
保育の時間帯の範囲で，必要な時間利用いただくことができます。

41
休日に仕事がある場合は，休日保育を利用で
きますか。

休日保育は，市内7箇所（平成27年12月1日時点）で実施しており，休日に
保育が必要な場合，利用できます。

42
一時預かり（一時保育）の利用について知りた
いのですが。

保護者の方が就労，疾病，出産等により，一時的に保育が必要となる場合
に利用できます。利用については，一時預かり実施施設に手続きを行ってく
ださい。
（実施施設52箇所　平成27年12月1日時点）

43 病児保育の利用について知りたいのですが。

病気中・病気回復期のお子さんがおられる方で，仕事などの都合で家庭で
の育児ができない方のために，医療機関に付設された施設で一時的な保
育を行っています。利用については，実施施設に手続きを行ってください。
（実施施設7箇所（うち2箇所は病後児のみ）　平成27年12月1日時点）

44 認定こども園について知りたいのですが。
認定こども園は，幼稚園と保育所の機能を併せ持ち，地域の子育て支援を
行う施設です。本市では，平成２７年４月現在１１箇所あります。

45 夜間保育の利用について知りたいのですが。
市内8箇所（平成27年12月1日時点）の保育園で，夜10時までの保育を実施
しております。利用については，他の保育所等の利用手続きと同様です。
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46
保育所等に預けられる時間は決まっています
か。

支給認定の内容が，保育短時間の場合は８時間，保育標準時間の場合は
最大１１時間までです。ただし，本市では利用時間に応じた保育料設定とし
ているため，保育標準時間認定を受けていても，予め利用時間を申出てい
ただく必要があります。
また，認定された利用時間を超える場合や施設が設定する保育短時間の
時間帯を外れた時間帯で保育利用をする場合は時間外保育として追加費
用が発生します。
保育利用の時間帯や時間外保育の取扱いについては，各保育所等に御相
談ください。

47 市内に保育所等は何か所ありますか。
平成２７年４月現在，保育所２５５箇所，認定こども園１１箇所，小規模保育
事業等６８箇所です。

48
保育所の空き情報はどこで聞けば分かります
か。

保育所等の利用に関しての詳細な情報については，区役所・支所にお問い
合わせください。

49
保育所の情報がほしいのですが，どこで手に
入りますか。

保育施設・事業所一覧において，ホームページのある保育所等については
リンクを貼りつけていますのでご確認ください。

50 障害児保育について教えてほしいのですが。
障害のある児童については，保育所等において，より丁寧な関わりのもと，
保育を実施しています。本市としても，保育所等に対し，障害児保育に係る
研修の実施，助言・相談，職員の加配といった支援を行っております。

51
八瀬野外保育センターについて教えてほしい
のですが。

公益社団法人京都市保育園連盟が運営する施設であり，自然と触れ合う
中で，豊かな人間性を養うことを目的としえた施設です。保育所等の「園外
保育」や「宿泊保育」などに利用されています。

52
育児について相談できるところを探しているの
ですが。

京都市内のすべての児童館，保育所及び認定こども園を「地域子育て支援
ステーション」に指定し，子育て講座等の開催や子育てに関する情報提供
など，子育て中のご家庭に気軽に利用していただけるよう様々な取組を
行っています。

53
保育士試験資格について教えてほしいのです
が。

大学に２年以上在学し，６２単位以上を取得した者，短期大学を卒業した
者，高等専門学校を卒業した者，専修学校の専門課程もしくは各種学校を
卒業した者，高校を卒業し児童福祉施設で2年以上児童の保護に従事した
者，児童福祉施設で５年以上児童の保護に従事した者等
【保育士試験事務センター】0120-4194-82
【全国保育士養成協議会】03-3590-5561
【京都府健康福祉部子育て政策課】075-414-4581

54
保育士養成施設について教えてほしいのです
が。

指定保育士養成施設一覧を御参照ください。

55 保育士になるにはどうすればいいですか。

保育士になるには，①各都道府県が行う保育士試験に合格する，②保育
士を養成する学校で，所定の単位を取得して卒業する，方法があります。
【保育士試験事務センター】0120-4194-82
【全国保育士養成協議会】03-3590-5561
【京都府健康福祉部子育て政策課】075-414-4581

56 京都市の保育士になりたいのですが。

○正規職員の採用については，京都市人事委員会が採用を行っていま
す。採用試験が実施されない年もありますので，詳しいことは京都市人事
委員会事務局までお問い合わせください。
【人事委員会事務局】075-213-2156

○なお，市営保育所では保育士・調理師等の臨時的任用職員の登録者を
随時募集しています。
①必要な資格…保育士資格又は調理師免許
②勤務場所…市内２１か所（うち休所中の１箇所を除く）にある市営保育所
【子育て支援部保育課】075-251-2397

57
認可外保育所の利用について教えてほしいの
ですが。

認可外保育所については，事業所によって手続きが異なるため，利用中又
は利用を希望される事業所にお問合せください。

※回答の「＿」部分については，保育所等に関する情報にリンクを貼りつけていますのでご参照ください。


