
令和５（2023）年度当初入園申込み

申込可能期間：令和４（2022）年９月２６日（月）～１０月１０日（月・祝）

みよし市保育所等入所申込
オンライン申請マニュアル
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１申込のながれ

① 電子申請

入力・面談予約可能期間：

９月２６日（月）～１０月１０日（月・祝）

② 面 談

期 間：１０月１７（月）～１０月３１日（月）

場 所：第１希望保育園

方 法：電子申請完了後保育園へ電話で予約

所 要 時 間：１５分程度
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「電子申請」と「面談」を両方行うことで申込完了となります。



２事前準備
事前に手元に用意していただく書類等①

※確定申告書の専従者欄に当該保護者の氏名があること。

保育を必要とする証明 必要書類（原本・画像データ）

就労

外勤・内職 ・就労証明書

自営業主 ・就労証明書 ・確定申告書（第１表・第２表）

自営業専従者 ・就労証明書 ・事業主の確定申告書（第１表・収支内訳書）※

農業 ・農業従事証明書 ・農家台帳の写し ・年間農業従事計画書

農業専従者 ・農業従事証明書 ・事業者農家台帳の写し※ ・年間農業従事計画表

産前産後 ・出産予定申立書 ・母子手帳の写し（表紙と出産予定日のあるページ）

疾病・介護等 ・所定の診断書 または ・手帳の写し（身体障がい者手帳 ・療育手
帳 ・精神障がい者保健福祉手帳）

就学 ・在学証明書 ・在学証明書か学生証の写し ・時間割の写し

求職活動 ・求職活動に関する申立書
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２事前準備
事前に手元に用意していただく書類等② 該当する場合のみ

世帯状況 必要書類（原本・画像データ）

ひとり親家庭
・児童扶養手当 または ・遺児手当 の受給がわかる資料

（ひとり親の方で、上記に該当しない場合）
・離婚の受理証明書 または ・戸籍謄本の写し

生活保護家庭 ・状況がわかる資料

世帯に障がいのある
方がいる場合

・特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障がい基礎年金受給者また
は障がい更正年金受給者であるとわかる資料

里親 ・状況がわかる資料

離婚調停中

・弁護士からの書面による説明または・事件係属証明書
※離婚未成立の場合、原則父・母両者の就労証明書等及び所得の確認をしま
す。子どもと別居および生計を分けており、子育てに協力を得られない場合
に提出してください

みよし市転入前世帯
みよし市に転入することがわかる書類（祖父母宅で同居する場合は不要）
・売買契約書、・請負契約書 または ・賃貸契約書等の写し
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２事前準備（注意）

⑴ 書類データ準備

事前に用意した書類の画像データが必要です。

⑵ 添付準備

画像データを端末に保存してから入力を開始してください。

⑶ 添付可能な拡張子

[.pdf]  [.png]  [.jpeg]  [.jpg] のいずれかです。

（スマートフォンのカメラロールから添付可能です。）

⑷ ファイルサイズ

ファイルサイズが大きすぎると添付できない場合があります。
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３留意事項

１ 操作時間

⑴ 入力に約３０分程度時間がかかります。

⑵ タイムアウト

６０分間でタイムアウトになります。

「時間延長の操作」のを行うことで、タイムアウトを防ぐことがで

きます。
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３留意事項

２ 一時保存

パソコンから入力される場合、一時保存が可能です。
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３留意事項

３ その他

・操作のしやすさなどから、パソコンからの申込みを推奨します。

・データの添付時以外で、ブラウザの移動をすると「エラー」となり、

入力データが消去されることがあります。

・データ添付時に、「入力画面へ戻る」の箇所を複数回クリックすると、

同じく「エラー」となることがあります。

◎操作して反応が遅い場合も、一度クリックすれば、

処理は進んでいます。
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４入力フォームへのアクセス

電子申請可能期間に

◎下記QRコードからアクセスまたは、

◎インターネット検索で、“みよし市 電子申請・届出システム”

と検索し、システム内の検索キーワードに“保育所”と入力して
検索してください。

選択肢にある、

「令和５（2023）年度保育所等の利用申込み、教育・保育給

付認定申請（当初入園）」を選択してください。

みよし市 電子申請・届出システムQRコード⇒
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５申請手順
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１ 【手続き名】が間違ってないことを確認し、「利用登録せずに申し込
む方はこちら」を押下する。

2022年9月26日0時00分～2022年10月10日23時59分



５申請手順
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２ 利用規約を確認のうえ、「同意する」を押下する。

2022年9月26日0時00分～2022年10月10日23時59分



５申請手順
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３ メールアドレスを入力し、「完了する」を押下する。



５申請手順
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４ 入力したメールアドレスに届いたURLにアクセスをする。



５申請手順
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５ 申請内容を入力し、「確認へ進む」を押下する。



５申請手順
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６ 申請内容を確認し、「申込む」を押下する。



◎申し込み完了後

申込完了後に、

“整理番号” と “パスワード” が表示されます。

申し込み内容の修正及び照会の際に必要となりますので、必ず内
容を控えて、他人に知られないように保管してください。
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◎きょうだい同時申込みの場合

２名以上同時に申込みをする場合、申込み内容の複製が可能です。

申込み「再申込する」を押下してください。

※入所児童以外の家庭状況等、必要に応じて内容を修正してくだ
さい。

※添付書類も再度添付してください。
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◎面談
電子申請後、保育園において面談を受ける必要があります。

面談では、以下のことを確認します。

面談期間：１０月１７日（月）～１０月３１日（月） 午後６時まで

電子申請完了後、保育所へ来園の予約をしてください。

項目 内容

本人確認 本人確認書類の提示（免許証、マイナンバーカード等の提示）

確認事項・面談の実施 園で用意する面談表をもとに、面談を実施

子どもの様子の確認 子どもの発達に不安がある場合は、相談してください。

必要書類の提出 電子申請で添付した画像データの「原本」の提出。

※申込時に国外・県外に居住している等、面談期間中に来園できない場合は、子育て支
援課（☎0561-32-8034）へ電話をしてください。
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６よくある質問

Q１ 「求職活動」として申込みをしたが、その後就労先がき
まった。申込み内容の変更は可能か。
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A１ 申込み期間（１０月３１日まで）であれば、申込内容の修

正が可能です。

オンライン申請の内容を修正することはできません。「就労証
明書」を就労（予定）先に記入してもらい、子育て支援課窓口へ
直接または郵送（１０月３１日必着）でご提出ください。

申込期限を過ぎた場合は、一次募集に反映されません。一次募
集で待機となった際に、二次募集（１１月１日～２月２８日）の
審査から反映いたします。



６よくある質問

Q２ 「同居の祖父母等」とはどの範囲ですか。
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A２ 世帯を分離していても、同一敷地内の方がいれば記載して
ください。同時申込みを行うきょうだいも含みます。また、同居
の家族のほか、別居で扶養している１８歳未満の児童があれば記
載してください。

（同一敷地内の祖父母等と生計を分離している場合は、水道光熱
費等の明細で分離していることがわかる資料を提出してくださ
い。）



６よくある質問

Q３ みよし市に転入前でも申込み可能ですか。
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A３ 利用開始希望日（入園予定日）までにみよし市市内に転入
される方で、お申込み時点で転入後の住所が確認できる場合はお
申込み可能です。

転入することがわかる資料（売買契約書の写し、請負契約書の
写し、賃貸借契約書の写し等）を提出する必要があります。

なお、祖父母宅で同居する場合は、資料の提出は不要ですが、
同居祖父母の申告をする必要があります。



６よくある質問

Q４ 申請書を送付したが、受取されているか不安です。
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A４ 申込みをされると、送信時に登録されたメールアドレスに
受取完了のメール（自動配信）が送付されます。

メールが届かない場合は、迷惑メールとして振り分けされてい
ないかなど、メール受取設定をご確認ください。

受取後は、審査を実施し、１２月中を目安に電話または書面に
て状況をご連絡します。



６よくある質問

Q５ 電子申請期間に申請が間に合いませんでした。一次募集の
対象外になりますか。
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A５ 申込み期間（１０月３１日まで）であれば、一次募集の対
象となります。紙面で書類を整えていただき、各保育園へ来園を
予約のうえ書類提出し、面談をお受けください。

１１月１日以降に受付けした書類は、二次募集の対象となりま
す。申込書類の配布及び申請の受付けは、子育て支援課で行いま
す。



６よくある質問

Q６ 電子申請による入力を行ったが、面談を受け忘れていまし
た。どうなってしまいますか。
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A６ 電子申請と面談の両方を終えることで、入園申込完了とな
りますので、１０月３１日までに面談が受けられていない場合、
電子申請の内容は無効となります。

遠方にお住まいで保育園で面談を受けられないなど、ご事情が
ありましたら、必ず事前にご連絡ください。


