５ 歳 児
豊中市こども未来部 子育て給付課
令和４年度市立こども園 25 園の 1 号認定園児を募集いたします。応募にあたりましては、
要項をよくお読みいただきご応募ください。

■応募資格について
（１）平成 28 年(2016 年)4 月 2 日から平成 29 年(2017 年)4 月 1 日までに生まれた幼児。
（２）幼児および保護者が豊中市内に居住し、原則として住民登録がある方。
または令和 4 年 4 月 1 日までに豊中市に転入予定の方で、
必要書類＊をすべて提出できる方。
＊①「居住等誓約書」②転入予定地、転入予定時期を確認できる書類（賃貸契約書・家屋売買契約
書など）③世帯全員の健康保険証のコピーまたは世帯全員分の住民票。10 月 7 日（木）子育て
給付課必着。期日までに提出していただけなかった場合、申込みは無効となります。
＊郵送の場合、郵便事故防止のため特定記録郵便等で送ってください。

■入園者の決定について
（１）先着順ではありません。
（２）申込者が募集定員を超過した場合は、抽選（子育て給付課職員による代理抽選）により入
園者を決定します。

■応募できるこども園について
申し込みは次ページ 25 園の内の１園にかぎります。重複の申し込みや虚偽の申し込みをされた場
合は無効とします。また通園バスは平成 29 年度から廃止になりました。

問合せ先
〒561-8501 豊中市中桜塚３－１－１ ☎６８５８－２２５２・２４４０
豊中市こども未来部 子育て給付課 入所入園係
または、該当する市立こども園へお問い合わせください。
豊中市ホームページ http://www.city.toyonaka.osaka.jp/
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※申し込みができるのは下表２５園の内の１園のみです。
（各園所在地・連絡先）
園名

所在地

電話番号

ゆたかこども園

東豊中町５丁目２番１号

６８４８－０５００

てしまこども園

曽根南町２丁目１９番２号

６８６４－３２００

とねやまこども園

刀根山６丁目１番１５号

６８４３－４７００

しんでんこども園

上新田３丁目７番１号

６８３３－９０００

てらうちこども園

寺内１丁目１２番１号

６８６４－８９０３

のばたけこども園

北緑丘１丁目３番１号

６８５４－７８１１

螢池こども園

螢池西町１丁目１８番５号

６８４３－６０３１

北緑丘こども園

北緑丘２丁目２番１号

６８４８－００８８

桜井谷こども園

柴原町３丁目１１番３５号

６８４３－６９５５

本町こども園

本町５丁目８番５２号

６８４８－２５９８

原田こども園

原田元町２丁目２２番１号

６８４１－６７３７

豊南西こども園

豊南町西４丁目１６番１号

６３３１－１１０３

高川こども園

小曽根４丁目７番１号

６３３６－１５００

小曽根こども園

北条町３丁目１５番１号

６３３１－０８５８

島田こども園

庄内栄町３丁目１２番１８号

６３３１－６７６７

東豊中こども園

東豊中町５丁目３番１号

６８４８－０３０６

西丘こども園

新千里西町２丁目２番１号

６８７１－０１８０

東丘こども園

新千里東町２丁目６番１号

６８７２－２７９１

ともだちこども園

岡町北３丁目１３番７号

６８４１－１３１４

旭丘こども園

西泉丘１丁目９番１号

６８４８－０３１６

野田こども園

野田町１番２号

６３３３－０２７０

庄内西こども園

二葉町１丁目１７番１号

６３３２－６２００

庄内こども園

大黒町３丁目１９番２７号

６３３１－０９７５

栄町こども園

島江町１丁目３番９－１０１号

６３３４－４８４９

服部こども園

服部本町２丁目５番７号

６８６２－３０７６
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１．対象園と定員
各園１名程度
＊募集がない園もあります。
各園所在地・連絡先は２ページ参照

２．応募期間（申込の受付）
（１）期間

令和３年（2021 年）10 月 1 日（金）13 時～ 7 日（木）16 時

（２）方法

豊中市ホームページから電子申込サービス
（以下の順でアクセスしてください）
豊中市ホームページトップ＞子育て・教育＞幼稚園・認定こども園（１号認定）＞
令和４年度（2022 年度）豊中市立認定こども園（１号認定児童）園児募集

（３）申込状況について、令和３年（2021 年）10 月 18 日（月）14 時以降、豊中市ホームページにて
公表します。

＊インターネットを使用できる環境にない方は子育て給付課へご相談ください。
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３．抽選
（１）日
時
令和３年（2021 年）10 月 20 日（水）
(２）抽選方法
子育て給付課職員が申込みされた方の受付番号をもとに代理抽選を行います。
[注] 抽選の有無は、10 月 18 日（月）14 時以降、市ホームページでご確認願います。

４．抽選結果について
令和３年（2021 年）10 月 22 日（金）14 時以降、市ホームページにて公表します。

５．辞退について
子育て給付課あてにご連絡ください。辞退届をお送りしますので提出してください。

６．募集期間終了後の申込について
一斉募集終了後は令和３年(2021 年)10 月 25 日（月）以降、市役所第二庁舎３階
子育て給付課 入所入園係にて随時受付します。
欠員がある園は先着順、欠員がない園は補欠として受付します。
※受付は 9：00 から先着順で行います。
受付初日の 10 月 25 日（月）は 9：00 までに来られた方々につきましては、
「9：00 に来られた」とみなし、受付順を抽選で決めさせていただきます。
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■利用者負担額（保育料）について
①利用者負担額（保育料）について
令和元年 10 月から幼児教育・保育の無償化により市立認定こども園を利用する３歳から５歳（卒園ま
で）のすべてのこどもの保育料が無償化の対象となります。
ただし、用品代等は無償化の対象外です。
②副食費の免除について
給食については、お弁当を持参していただくか、有料で給食を申込むことができます。
給食費のうち副食費については減免制度があり、免除の対象となるのは、年収約 360 万円未満相当世帯*
の児童及び第 3 子以降**の児童です。
* 市民税所得割額 77,100 円以下の世帯
** 小学校 3 年生修了前のきょうだいから数えて第 3 子以降
副食費の免除に関する申込は不要です。該当するかどうかにつきましては、４月初めまでに園を通じて
お知らせします。
③一時預かり（延長保育）の料金について
基本教育時間を超えて一時預かり（延長保育）を利用する場合は、一時預かり（延長保育）料が別途必
要(１時間あたり 200 円)になります。ただし、生活保護世帯と市民税非課税世帯は無料となります。
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＜令和４年度（2022 年度）豊中市立こども園５歳児募集要項 Ｑ＆Ａ＞
Ｑ１ 抽選で当選しなかったら入園できないのですか？
Ａ１ 抽選では子育て給付課職員が申込児童一人につき一枚ずつ番号札を引きます。定員内の番号
でしたら入園できます。それ以降の番号の方は補欠となり、辞退や退園等で欠員が生じたら、
番号順に入園していただきます。
Ｑ２ 豊中市とは別の市町村に住んでいますが、豊中市への転居が決まっている場合は
申込みできますか？
Ａ２ 令和 4 年 4 月 1 日までに、幼児および保護者が豊中市内に転入されることが
必要書類で確認できる場合は申込みできます。
Ｑ３ 入園に当たり何か特別な手続きがありますか？
Ａ３ 保育・教育の支給認定を申請していただきます。入園決定後、ご案内をさせていただきます。
Ｑ４ お弁当は必要ですか？
Ａ４ 持参していただいても結構ですし、有料で給食を申込まれることも可能です。

Ｑ５ 制服はありますか？
Ａ５ ありません。
Ｑ６ 入園金はありますか？
Ａ６ ありません。

Ｑ７ 保育料は無償化になりますか？
Ａ７ 令和元年 10 月より幼児教育・保育の無償化が実施され、3 歳から 5 歳（卒園まで）のすべ
てのこどもの保育料が無償化されます。ただし、用品代等の実費徴収にかかる費用については
無償化の対象外です。
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