
電子申請の流れ

Ｐ.１

（教育・保育給付認定（現況）申請兼保育所等利用申込）



「同意する」を押します。

Ｐ.２



①青森県、青森市と入力します。

②「カテゴリ」にチェックします。

③「子育て」にチェックします。

④「この条件で検索」を押します。

Ｐ.３



「詳しく見る」を押します。

Ｐ.４



「申請する」を押します。

Ｐ.５



「OK」を押します。

Ｐ.６



「対応しています」と表示さ
れているのを確認します。

※もし「対応していません」
と表示される場合は、動作
環境をご確認下さい。

Ｐ.７



① 電子署名の方法を選択します。

＜スマートフォンで電子署名をする場合＞
「スマートフォンを使用して電子署名する」に

チェックします。

＜ICカードリーダライタで電子署名する場合＞
同項目のチェックをはずします。② 「プライベートブラウズモードをオフにしている」

をチェックします。

※ ICカードリーダライタで電子署名する場合は、
パソコンにマイナポータルＡＰ（アプリ）がイン
ストールされていないと、この項目がチェックでき
ません。次ページを参考に、マイナポータルＡＰ
（アプリ）をインストールいただけますよう、
お願いいたします。

Ｐ.８



「マイナポータルAPをインストール」を押し、
マイナポータルAP（アプリ）をインストールします。
※インストール済の場合は次ページに進みます。

Ｐ.９



①「マイナンバーカードを持っている」をチェックします。

②「暗証番号を覚えている。かつ、パスワードの
ロック（利用不可の制限）はかかっていない」を
チェックします。 ③「マイナポータルAPがインストールされているス

マートフォンを持っている」をチェックします。

※パソコンで電子署名する場合は「マイナンバー
カードに対応したＩＣカードリーダライタを
持っている」と表示されるので、チェックします。

④ ①～③をチェック後、
「次へすすむ」を押します。

Ｐ.１０



「入力する」を押し、
申請内容を入力していきます。

Ｐ.１１



マイナンバーカードを使用し、一部項目を自動入力することができます。
自動入力する場合は、「マイナンバーカードで自動入力する」を押し、スマート
フォン等で電子署名を行います。
※自分で入力していく場合は、Ｐ.１８に進みます。

Ｐ.１２



マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタまたはス
マートフォンを準備します。
準備ができたら「カードを読み取る」を押します。

Ｐ.１３



「スマートフォンで電子署名をする」を選んだ場合
（スマートフォンの画面）

①券面事項補助用の暗証番号（4桁の数字）を入力し
「ＯＫ」を押します。

※利用者証明用電子証明書用、住民基本台帳用の
暗証番号（4桁の数字）や、 署名用電子証明書用の
暗証番号（6桁～16桁の英数字）ではありませんのでご

注意下さい。

②マイナンバーカードをセット
して「カードを読み取る」ボタン
を押します。

③マイナンバーカードの読み取
りが完了すると、パソコンの「申
請者情報入力」画面が自動で
切り替わります。

項目が自動入力されています
ので、内容に間違いがないかご
確認ください。

Ｐ.１４



「スマートフォンで電子署名をする」を選ばなかった場合
（ICカードリーダライタを使用して電子署名する場合）

マイナンバーカードをセットして「ＯＫ」ボタン
を押します。

Ｐ.１５



「スマートフォンで電子署名をする」を選ばなかった場合
（ICカードリーダライタを使用して電子署名する場合）

券面事項補助用の暗証番号（4桁の数字）を入力し「ＯＫ」を押します。

※利用者証明用電子証明書用、住民基本台帳用の暗証番号（4桁の数字）や、 署名
用電子証明書用の暗証番号（6桁～16桁の英数字）ではありませんのでご注意下さい。

Ｐ.１６



① 申請者の氏名を漢字又はアル
ファベットで入力します。

② 申請者の氏名（フリガナ）を
カタカナで入力します。

③ 申請者の生年月日を入力します。

④ 申請者の性別を入力します。

※「マイナンバーカードで自
動入力する」を選んだ場合は、
自動で入力されます。

Ｐ.１７



① 申請者の住所（郵便番号）をハイフンなしで入力します。

② 申請者の住所を入力します。

※「マイナンバーカードで自
動入力する」を選んだ場合は、
自動で入力されます。

Ｐ.１８



① 連絡先となる電話番号、メー
ルアドレスの両方を入力します。

※申請内容の確認のほか、書類
に不備があった場合のご連絡
先となりますので、両方必ず
ご入力ください。

② 「次へ進む」を押します。

※入力中の申請データを保存できます。
入力を一旦終えるにはこちらを押します。

hoiku@aomori.co.jp

Ｐ.１９



申請年月日を入力します。

Ｐ.２０



① 現住所（郵便番号）をハイフンありで入力します。

② 現住所を入力します。

030-0801

④ 保護者（申請者）の氏名を
漢字等で入力します。

③ 保護者（申請者）の氏名
（フリガナ）をカタカナで
入力します。

※保護者氏名は父・母どちらを入力いただいても構いません。

Ｐ.２１



① 保護者（父）の電話番号を入
力します（ハイフンあり）

② 保護者（母）の電話番号を入
力します（ハイフンあり）

③ その他連絡先（祖母、職場な
ど）があれば連絡先名を入力
します。

④ その他連絡先があれば、その
電話番号を入力します（ハイ
フンあり）

Ｐ.２２



② 保育所等に入所を希望する児
童の氏名を漢字等で入力します。

① 保育所等に入所を希望する児
童の氏名（フリガナ）をカタ
カナで入力します。

③ 保育所等に入所を希望する児
童の生年月日を入力します。

④ 保育所等に入所を希望する児
童の性別を入力します。

Ｐ.２３



保育所等に入所を希望する児童の障害者手帳等の有無を入力します。

上記で「有」を入力した場合は、取得している手帳等
の程度を選択します。

Ｐ.２４



① 保育所等に入所を希望する児童が、扶養している児童のうち何番目の
子どもかを選択します。

② ①で「３番目以降」を選択した場合は、
上から何番目の子どもかを入力します。

Ｐ.２５

③ 入所中の保育所等の名称を入力します。



② 保護者（父）の氏名を漢字等で
入力します。

① 保護者（父）の氏名（フリガ
ナ）をカタカナで入力します。

③ 保護者（父）の生年月日を入力します。

④ 保護者（父）の職業、学校名等を入力します。

Ｐ.２６



① 保護者（父）が申込する児童と同居か別居かを選択します。

② 保護者（父）の障害者手帳等の有無について選択します。

④ 保護者（母）の氏名を漢字等で
入力します。

③ 保護者（母）の氏名（フリガ
ナ）をカタカナで入力します。

⑤ 保護者（母）の生年月日を入力します。

Ｐ.２７



① 保護者（母）の職業、学校名等を入力します。

② 保護者（母）が申込する児童と同居か別居かを選択します。

③ 保護者（母）の障害者手帳等の有無について選択します。

Ｐ.２８

主婦



② 申請する児童の兄弟姉妹の氏名を
漢字等で入力します。

① 申請する児童の兄弟姉妹の氏名
（フリガナ）をカタカナで入力
します。

④ 申請する児童の兄弟姉妹の生年月日を入力します。

③ 申請する児童の兄弟姉妹の児童との続柄を入力します。

⑤ 申請する児童の兄弟姉妹の就労・就学状況等について選択します。

Ｐ.２９



① 申請する児童の兄弟姉妹の職業、学校名等を入
力します。

② 申請する児童の兄弟姉妹が申込する児童と同居か別居かを選
択します。

③ 申請する児童の兄弟姉妹の障害者手帳等の有無について選択し
ます。

兄弟姉妹がその他にもいる場合は、上記と同
様の流れで入力していきます。

Ｐ.３０



② 同居している祖父母等の氏名を
漢字等で入力します。

① 同居している祖父母等の氏名
（フリガナ）をカタカナで入力
します。

④ 同居している祖父母等の生年月日を入力します。

③ 同居している祖父母等の児童との続柄を入力します。

⑤ 同居している祖父母等の職業等を入力します。

⑥ 同居している祖父母等の障害者手帳等の有無について選択します。

同居している祖父母等がその他にもいる場合
は、以下、同様の流れで入力していきます。

Ｐ.３１



① 生活保護受給の有無について選択します。

② ①で「有」を選択した場合、生活保護の受給開始年月日を入力
します。

Ｐ.３２



① ひとり親家庭かどうかについて選択します。

② ①で「ひとり親家庭」を選択した場合、離婚、未婚、死別のいず
れかを選択します。

③ 保護者（父）について、保育の利用を必要とする理由について選
択します。

Ｐ.３３



① 保護者（母）について、保育の利用を必要とする理由について選
択します。

Ｐ.３４

② ①で「その他」を選択した場合、その他の理由を入力します。

③ 「次へすすむ」を押します。

※入力中の申請データを保存できます。
入力を一旦終えるにはこちらを押します。

DVによる



これまで入力した内容が表示され
るので、内容を確認します。
修正したい場合は「訂正」を押し、
入力内容を修正します。

上記内容に問題がない場合は、
「次へすすむ」を押します。 Ｐ.３５



必要となる添付書類について、「ファイルを追加」を押し
添付書類を追加します。

Ｐ.３６



添付書類を選択し「開く」を押すと、添付書類が添付されます。

Ｐ.３７



添付書類が添付されているのを確認します。

必要な添付書類がすべて追加されているのを確認したら、
「次へすすむ」を押します。

Ｐ.３８



マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタまたはス
マートフォンを準備します。
準備ができたら「電子署名して申請する」を押します。これまでの入力内容が反映された申請書を

印刷することができます。

Ｐ.３９



「スマートフォンで電子署名をする」を選んだ場合

①署名用電子証明書用の暗証番号（6桁～16桁の英
数字）を入力し「ＯＫ」を押します。

※利用者証明用電子証明書用、住民基本台帳用の
暗証番号（4桁の数字）や、 署名用電子証明書用の
暗証番号（6桁～16桁の英数字）ではありませんのでご

注意下さい。

②マイナンバーカードをセット
して「カードを読み取る」ボタン
を押します。

マイナンバーカードの読み取り
が完了すると、パソコンの「申請
者情報入力」画面が自動で切り
替わります。

Ｐ.４０



「スマートフォンで電子署名をする」を選ばなかった場合
（ICカードリーダライタを使用して電子署名する場合）

マイナンバーカードをセットして「ＯＫ」ボタン
を押します。

Ｐ.４１



「スマートフォンで電子署名をする」を選ばなかった場合
（ICカードリーダライタを使用して電子署名する場合）

署名用電子証明書用の暗証番号（6桁～16桁の英数字）を入力し「ＯＫ」を押します。

※券面事項補助用、利用者証明用電子証明書用、住民基本台帳用の暗証番号（4桁の数字）で

はありませんのでご注意下さい。

Ｐ.４２



電子署名が完了したら、申請完了です。

これまでの入力内容が反映された申請書等
をダウンロードすることができます。

Ｐ.４３


