
２．申込みについて 

（１）保育の必要性の認定

①認定区分と利用できる施設

「子ども・子育て支援新制度」では、就学前のお子さんの教育・保育を保障するための「認定制度」と「給付制

度」に大別されます。 

認定には「子どものための教育・保育給付認定」と「子育てのための施設等利用給付認定」があります。「子ど

ものための教育・保育給付認定」には１号認定・２号認定・３号認定の３つの区分があり、「子育てのための施設

等利用給付認定」には新１号認定・新２号認定・新３号認定があります。お子さんの「年齢」「保育の必要性の有

無」「利用する施設・サービス」等によって認定区分が異なります。 

認可保育園・認定こども園（保育時間利用）・小規模保育園・家庭的保育者（保育ママ）の利用・入園を希望さ

れる方は、市が定める基準のもとに「子どものための教育・保育認定の２号・３号認定」を受けていただく必要が

あります。 

■子どものための教育・保育給付

認定区分 認定の条件※1 保育時間区分 利用の該当施設 

１号認定 
満３歳以上で、２号認定以外の

子ども 

教育標準時間 

（概ね、４時間） 

幼稚園（施設給付園） 

認定こども園 

（教育時間利用） 

２号認定 
満３歳以上で、保育の必要性の

事由に該当する子ども 

保育標準時間（１１時間） 

保育短時間（８時間） 

保育園 

認定こども園 

（保育時間利用） 

３号認定 
満３歳未満で、保育の必要性の

事由に該当する子ども 

保育標準時間（１１時間） 

保育短時間（８時間） 

保育園・認定こども園（保

育時間利用）・小規模保

育園・家庭的保育者等 

■子育てのための施設等利用給付

認定区分 認定の条件※1 保育時間区分 利用の該当施設 

新１号認定
満３歳以上で、新２号、新３号認定
以外の子ども 時間区分の認定なし 幼稚園（私学助成幼稚園）

新２号認定
４月１日時点が満３歳以上で※２、保
育の必要性の事由に該当する子ど
も

時間区分の認定なし
幼稚園 

認定こども園（教育時間利用）※３ 

認証保育所、認可外保育施設※４ 

一時保育、預かり保育 

病児・病後児保育 

町田ファミリー・サポート・センター

新３号認定
４月１日時点が満３歳未満で※２、保
育の必要性の事由に該当する住
民税非課税世帯の子ども

時間区分の認定なし

※1 認定を受ける子どもは、すべての認定区分で小学校就学前の子どもです。

※2 新２号、新３号の認定区分は、クラス年齢と同じ区分で、３～５歳児クラスに該当する子どもは新２号認定、０～２歳

児クラスに該当する子どもは新３号認定となります。 

※3 幼稚園、認定こども園で、現在の１号認定のまま預かり保育を利用している場合は、新２号・新３号を受けることで、

預かり保育分の利用料が無償化の対象となります。 

※4 認可外保育施設のうち、企業主導型保育施設は除きます。
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②保育を必要とする事由と利用できる時間 

保護者が恒常的に下表に該当する理由で家庭保育ができない場合に認定資格が生じます。保育を必要とする

事由は市が認定します。保育を必要とする事由と保護者の状況に応じて、お子さんが保育園等を利用できる時

間が「保育標準時間」と「保育短時間」の２種類に区分されます。就労の実態等に応じて必要な範囲で利用する

ことができます。また、「保育標準時間」と「保育短時間」では、利用者負担額（保育料）はそれぞれ異なります。 

 

保育を必要 

とする事由 
基準 

保育 

標準時間 

保育 

短時間 

 

①就労※1 

 

月12日以上、かつ、１日４時間以上の就労が常態であること。 ○ ○ 

②疾病、負傷 

又は心身障

がい 

入院、常時病臥、精神性又は感染性の疾病、難病、その他通院か

つ自宅安静が必要で保育が困難であること。 
○ ○ 

③介護又は 

看護※1 

月12日以上、かつ、１日４時間以上の常時観察又は付添看護・介護

又は一部看護・介護が必要と認められる者の看護・介護が常態であ

ること。 

○ ○ 

 

④災害 

 

災害（火災・風水害・地震等）の復旧に当たっていること。 ○ ○ 

 

⑤就学※1 

 

月12日以上、かつ、１日４時間以上の就学（通学又は職業訓練施設

若しくはこれに準ずる技能施設に通所していること）が常態であるこ

と。 

○ ○ 

⑥出産 

出産のため保育が困難であること。 

（認定期間は出産予定月及び前後各２か月の計５か月間） 

※産休後、育児休業取得希望の場合はP.27～28参照。 

○ ○ 

 

⑦育児休業 

 

入園後に出産し育児休業を取得する場合で、継続利用が必要であ

ること。（認定期間は育児休業取得対象の子が１歳になる年度末ま

で。ただし、条件により２歳になる年度末まで延長できる。P.27～28

参照） 

 ○ 

 

⑧求職 

 

求職活動（起業準備を含む）を継続的に行っていること。 

（認定期間は３か月まで。P.25参照） 
※２ ○ 

 

⑨両親不存

在 

 

父母ともに死亡、行方不明、拘禁中等であり、同居の親族になんら

かの要件があって保育が困難であること。 

※２ 

 

⑩その他 

 

上記の他、保育が必要と認められる場合 

※1 「就労」・「介護又は看護」・「就学」は、上記の日数及び時間のいずれかひとつでも基準を下回ってしまうと、保育園等

の入園資格がなくなりますのでご注意ください。 

※2 保育の必要性の実態に応じて時間区分を認定します。 

①,②,③,⑤の事由は、就労証明書等その他必要書類を審査して、短時間又は標準時間に認定します。 

④,⑥の事由は、基本的には標準時間認定ですが、保護者の希望により保育短時間認定も可能です。 

⑦の事由は、短時間のみの認定です。 

⑧は、基本的には短時間認定ですが、特別な事由がある場合に限り標準時間とします。 
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＜保育時間区分について＞ 

保育標準時間・・・最大１１時間 

7：00 18：00     施設によって終了 

7：30 18：30     時間が異なります 

最大１１時間 

（利用可能な時間帯） 
（延長保育） 

保育短時間・・・最大８時間 

7：00   8：00  16：00 

7：30   8：30   16：30   施設によって終了 

  9：00  17：00 時間が異なります 

（延長保育） 
最大８時間 

（利用可能な時間帯） 
（延長保育） 

※利用時間は施設によって異なります。

※延長保育は別途料金がかかります。詳細については直接園にお問い合わせください。

＜支給認定証について＞ 

  支給認定証の有効期間は、保育の必要性の事由にもよりますが、２号認定については小学校就学前まで、３

号認定については満３歳の誕生日の２日前までを基本としつつ、保育の必要性の認定を受ける事由に該当し

なくなった場合は、その時点までとします。ただし、求職活動が事由である場合については、３か月間を基本的

な有効期間として取り扱います。 

  なお、支給認定証は、利用する施設から提示を求められる場合がありますので、大切に保管してください。 

  また、３号認定のお子さんが、２号認定になる際は、市町村が認定の変更を行いますので保護者が改めて保

育の必要性の認定の申請をする必要はありません。 
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（２）申込みの手続きから入園の決定まで 

 

①はじめに確認していただきたいこと 

・必要書類（P.19～P.22）をよくご確認のうえ申込みをしてください。 

・保護者（父母両方）の方の『保育の必要性を確認する書類』（P.20参照）を揃えたうえで申込をしてください。 

・提出書類や記入方法など、不明な点がある場合は事前に保育・幼稚園課へご相談ください。 

・事前に希望する保育所等の受入れ年齢、受入れ人数、開園時間、延長保育時間等を確認の上、必ず利用可

能な施設のみ記入してください。保育の利用申込書の「入所を希望する保育所等の名称」欄は、５か所全てを記

入する必要はありません（入園決定後または入園後に、「開園時間が合わない」「雰囲気が違う」などの理由に

より、転園希望の相談があります）。 

・各保育園等は、それぞれの園の特徴を生かした保育を行っています。お子さんは就学前までの大切な時期を

保育園で過ごすことになります。そのため、お子さんにより適した園を選択することが大切です。申込みされる前

に入園を希望する保育園等にご連絡の上、お子さんを連れて保育の様子などを必ず見学してください。 

※家庭的保育者（保育ママ）をご希望の方は、見学をされていないと申込みを受付することができません 

・アレルギー、てんかん、けいれん、喘息、障がいなどの特別な配慮が必要なお子さんは、見学の際にお子さん

の状況や様子を伝え、対応等についてご相談、ご確認ください。 

 

・入園申込み手続きの際には、ご家庭の状況などをお聞きする必要がありますので、時間には余裕を持ってお

越しください。 

・郵送での申込み、また、FAX、夜間・祝日窓口及び市民センター窓口での申込みや書類提出は受付することが

できません。 

※４月の入園（一次募集）申込みに限り郵送による申込みを受付します。詳しくはP.17をご確認ください。 

・入園は毎月１日付けのみであり、月途中の入園はありません。 

・この申込みは、保護者が取下げを希望しない限り2024年３月まで有効です。 

・虚偽の内容で申込みをした場合は、内定・入園を取り消します。 

・保育園等への入園については、希望者が多数いるため入園できない場合がありますので、あらかじめご了承く

ださい。 
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②入園できる年齢

 入園月の１日に生後８週間を過ぎているお子さんから、小学校入学前までのお子さんが対象ですが、保育園

等によって受入れ年齢が異なります。 町田市認可保育園・認定こども園・小規模保育園・家庭的保育者（保育

ママ）一覧（P.58～P.65）をご確認ください。４月１日の年齢がクラスの年齢基準になります。

クラス年齢 該当する生年月日 

０歳児 2022年４月２日以降に生まれた子 ※１ 

１歳児 2021年４月２日 ～ 2022年４月１日生まれ 

２歳児 2020年４月２日 ～ 2021年４月１日生まれ 

３歳児 2019年４月２日 ～ 2020年４月１日生まれ 

４歳児 2018年４月２日 ～ 2019年４月１日生まれ 

５歳児 2017年４月２日 ～ 2018年４月１日生まれ 

※１ 2023年４月１日入園可能なお子さんは、2023年２月３日生まれまでのお子さんです。出産（予定日）が申込み締切

後になる場合でも、出産前に申込みができます。（出産が２月４日以降の場合は５月以降の選考となります。）その

際、保育の利用申込書の申込児童名の氏名は名字のみ、生年月日は出産予定日で記入してください。

③各保育園等の募集人数

  まちだ子育てサイトをご覧ください。ご覧になれない方は保育・幼稚園課へお問い合わせください。 

公開日は次のとおりです。 

☆４月入園一次募集人数：2022年9月15日（木）から

（2022年11月1日（火)に一度更新予定です） 

☆４月入園二次募集人数：2023年1月13日（金）から

（二次募集の締切日前日まで随時更新します） 

☆５月以降の募集人数 ：前月の６日から

（例月申込み締切日まで随時更新します） 

まちだ子育てサイト https://kosodate-machida.tokyo.jp 

→「あずける」→「幼稚園・保育園等に入園したい方へ」

→「保育施設（保育園等）」をクリック

右のＱＲコードを読み取ると、「保育施設（保育園等）」のページが開きます。 
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④４月入園の申込みの流れ 

 

 

 

 

 

市外の保育園等の入園申込みに 

ついては、P.24をご確認ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

徐々に環境に慣れていただくため、 

慣らし保育を行う場合があります。 

 

※４月の転園希望者及び2022年度申込み中で待機となっている方も、 

上記期間内に申込みをしてください。 

※申込み締切日近くは受付窓口が大変混雑しますので、お早めに 

申込みをしてください。  

承認 

書類確認 
書類内容を電話等で確認する 

場合があります。 

 
審査・選考 

一次募集（選考）結果（内定・保留）通知書 

 2023年１月16日（月）頃到着予定 

内定した方が辞退をした場合には、４月二次選考の対象にはならず、５月入園からの対象となります。 

※2023年度中は辞退した園を再度希望園に入れることができません。 

入園内定保育園等での入園説明会・

健康診断及び金融機関での保育料

口座振替手続き終了後、４月１日に

承認通知書を発送します。 

入園 

二次募集（欠員募集） 
○４月入園（転園）の受付期間内（2022年10月18日（火）～11月５日（土））

に申込みをされなかった方はこの期間に申込みをしてください。 

○４月入園（転園）の一次選考で保留となった方の希望保育園等の変更、 

保護者の状況（就労等）の変更などの届出はこの期間に行ってください。 

受付期間：2022年11月７日（月）～2023年２月３日（金） 

（土・日曜日、祝日を除く） 

 受付場所：町田市役所２階 保育・幼稚園課204窓口 

 受付時間：８：30～17：00 
※一次選考後に欠員がある保育園等のみ二次選考を行います。 

ただし、４月入園の内定を辞退した方は、二次選考の対象になりません。なお、

空きがない（発生しない）場合、二次選考は行いません。 

審査・選考 
選考・結果 

2023年３月６日（月）頃到着予定です。 

内定 

保留 

空き待ちをする方 
申込は、2023年度中（2024年３月入園選考分まで）有効です。 

５月以降の選考結果は入園内定時のみ電話連絡いたします。なお、希望変更

や就労証明書等は各月の入園申込み締切日までに提出してください。 

 内定 

保留 

②認可保育園 

 認定こども園 ３号児（０～２歳児クラス） 

 小規模保育園 

 家庭的保育者（保育ママ）の入園申込み 

受付期間：2022年10月18日（火）～11月５日（土） 

     （土・日曜日は10月23日(日)と11月５日(土)のみ受付します） 

受付場所：指定の会場 

受付時間：午前の部9:00～11:00、午後の部13:00～15:30 

※詳しくは別紙の受付日程表をご確認ください。 

①認定こども園を第１希望とする 

２号児（３～５歳児クラス）の入園申込み 

 受付期間：2022年10月１日（土）～ 

10月14日（金） 
 受付場所：第１希望の各認定こども園 

2024年度の入園申込みの必要な方 
 2023年度中待機の方で、2024年度も保育園等 

 入園及び転園を希望する方は、新年度用の 

申込みが必要です 
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⑤郵送での申込み

2023年４月の入園（一次募集）申込みに限り、指定会場の混雑緩和及び新型コロナウイルス感染症の拡

大防止のため、次の場合は郵送による申込みができます。

郵送申込みの対象者 

2023年４月入園（一次募集）申込みで郵送申込みを希望する方 

ただし、以下のいずれかに該当する場合には、窓口で提出書類の内容の確認を行う必要があるため、郵送

では受付できません。 

2023年４月入園（一次募集）の申込みの受付期間に指定会場で申込みを行ってください。 

○お子様に重篤なアレルギー、病歴や障がい、投薬が必要な場合等

○市外に住所を有し（転入予定も含む）、町田市内の保育園等を申込む場合

※住民登録のある自治体に申込みが必要です。

○市外の保育園等を申込む場合

○2022年12月から2023年３月入所の申請を同時に行う場合

※2022年度の申請書もご用意ください。

郵送申込みの方法 

 申請書等を別紙の４月入園一次申込み専用封筒（郵送代は各自でご負担いただきます）に封入して郵

送受付期間に送付してください。 

郵送受付期間 2022年10月１日（土）～10月14日（金）【必着】

※郵送で申込みされた場合でも、保育の必要性の審査等のため電話による聞き取りや窓口にお越しいた

だいて対面での確認をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。

※上記の郵送受付期間後に郵送で到着した場合や、料金不足で到着した場合には、申込みとして受付

せず、原則として書類一式を返却します。

※必ず期間内に所定の切手を貼り、料金不足のないように送付してください。

※郵送で申請した場合は、書類到達後概ね１週間前後で受付票を発送しますので、これをもって申請書

が受理されたかどうかご確認ください。お電話での到着確認の問合せには対応できかねます。

※未着・不着等の郵送事故には責任を負いかねます。

申込書類の記入内容に重要な項目が記載されていない場合や、必要書類に不備がある場合等は、入

所選考上適正な審査ができなくなります。 

記入内容や必要書類についてご不明な点がある場合には、事前にご相談ください。 

ご注意ください！ 
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⑥５月以降の入園申込みの流れ 

※各月の締切日は下表のとおりです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月以降の毎月の締切日 

入園希望月 締切日 

５月１日 ４月１４日 

６月１日 ５月１５日 

７月１日 ６月１５日 

８月１日 ７月１４日 

９月１日 ８月１５日 

１０月１日 ９月１５日 

１１月１日 １０月１３日 

１２月１日 １１月１５日 

１月１日 １２月１５日 

２月１日 １月１５日 

３月１日 ２月１５日 

書類確認 
書類内容を電話等で確認する 

場合があります。 

審査・選考 
毎月25日前後、退園等により定員に空きが 

生じた園のみ審査し、選考を行います。 

結果連絡 
内定の場合のみ電話で連絡をします。 

保留の場合は入園希望月の１日付で通知を発送します。 

入園 

（内定月の１日） 

空き待ちをする方 
申込書は2023年度中（2024年３月入園選考分まで）有効です。

選考結果は申込み月のみ通知します。 

翌月以降の選考結果は入園内定時のみ連絡いたします。 

なお、希望変更や就労証明書等は、各月の入園申込み締切日ま

でに提出していただくと翌月入園分の選考から有効となりま

す。 

内定 保留 

入園内定保育園等での入園説明会・健康診断及び金融機

関での保育料口座振替手続き終了後、内定月の１日付で

承認通知書を発送します。 

承認 

締切日が土・日、祝日の場合

前開庁日が締切日です 

②認可保育園 

 認定こども園 ３号児（０～２歳児クラス） 

 小規模保育園 

 家庭的保育者（保育ママ）の入園申込み 
受付場所：町田市役所２階 保育・幼稚園課204窓口 

受付時間：８：30～17：00（土・日曜日、祝日除く） 

①認定こども園を第１希望とする 

２号児（３～５歳児クラス）の入園申込み 
 受付場所：第１希望の各認定こども園 

2024年度の入園申込みの必要な方 
 2023年度中待機の方で、2024年度も保育園等 

 入園及び転園を希望する方は、新年度用の 

申込みが必要です 

募集人数は前月６日にまちだ子育て

サイトで公開します。 

右のＱＲコードを読み取ると、「保育

施設（保育園等）」のページが開きま

す。 
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⑦必要な書類

Ａ、Ｂの書類は申請書一式の中に入っています。

また、まちだ子育てサイトからダウンロード・印刷することもできます。

まちだ子育てサイト https://kosodate-machida.tokyo.jp 

まちだ子育てサイト＞あずける＞幼稚園・保育園等に入園したい方へ＞保育施設（保育園等） 

＞申請書ダウンロード 

Ａ．すべての方が必要な書類（転園申込みも同様です） 

必要な書類 注意事項 

・【１-１】2023年度町田市子どものた

めの教育・保育給付支給認定申請

書（保育用）兼保育の利用申込書

・市外の保育園等の入園申込みを希望している方は、P.24の「市外

の保育園等の入園申込み（転出予定、里帰り出産等）」をご確認く

ださい。

・町田市外にお住まいの方で、市外から町田市内の保育園等へ申

込みをされる場合は、住民登録地での申込みを行うことになってい

ます。市外からの申込みについてはP.25「市外から町田市内の保

育園等への申込み（転入予定等）」をご確認ください。

・【１-４】2023年度保育の利用申込

みに関する同意書（保育・幼稚園課

提出用）

すべての事項をよくお読みの上、署名をお願いします。 

必要書類早見表 

就

労

証

明

書

個

人

事

業

主

の

証

明

書

類

※

１

ス

ケ

ジ

ュ
ー

ル

表

医

師

の

診

断

書

ま

た

は

手

帳

の

コ

ピ

ー

在
学
証
明
書
お
よ
び

時

間

割

等

母

子

健

康

手

帳

の

コ

ピ

ー

納

品

書

ま

た

は

発

注

書

他

施

設

の

領

収

書

２
か
月

分

の
コ
ピ

ー

保
育
士
証
等
の
コ
ピ
ー

保
護
者
の
事
由

会社勤務 

（採用予定含む） 
○ ○※2

育児休業中で復帰予定 ○※3 ○※2

個人事業主（居宅外） ○ ○ 

個人事業主（居宅内） ○ ○ ○ 

内職 ○ ○ ○ 

出産 ○ 

疾病・障がい ○ 

看（介）護 ○ ○ 

求職 

就学（予定含む） ○※４ ○※４

世
帯
の

状
況

認可外保育施設を利用 ○ ○ 

妊娠中の方 ○ 

※1 直近の確定申告書等の「収入を証明するもの」や営業許可証、開業届、登記簿謄本、直近３か月内の帳簿等
「個人事業主であることを証明するもの」のいずれかのコピーを提出してください。 

※2 保育士・看護師・幼稚園教諭の免許をお持ちで、町田市内の認可保育所等で「１日６時間以上、かつ月20日以上」
または「１日８時間以上、かつ月16日以上」の勤務（予定）の場合。 

※3 「育児休業期間」欄に取得中または取得予定の育児休業期間が明記された就労証明書をご提出ください。
※4 スケジュール表または時間割のどちらか一方をご提出ください。

必要書類 

保護者の事由・ 

世帯の状況 
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Ｂ．保育の必要性を確認する書類（父・母および60歳未満の同居祖父母の分それぞれ必要です） 

保護者の事由 必要な書類 注意事項 

就労 

会社勤務の方 

（採用予定含む） 
・就労証明書（町田市書式）※ 

 

育児休業中で復帰

予定により申し込

む方 

・就労証明書（町田市書式）※ 

「育児休業期間」欄に取得中または取得予定の育児休業期

間が記載された就労証明書をご提出ください。 

入園月の末日までに職場に復帰することを条件に選考をし

ます。したがって、期限までに復帰しない場合は、入園承認

の取消し、または退園となります。詳しくはP.26の「育児休

業取得中での申込み」をご確認ください。 

雇用形態が「契約」「派遣」の方は、育児休業復帰後の契

約・派遣先と復帰後の就労日数・時間が就労証明書で証明

される場合には「就労」で選考しますが、決定していない場

合は「求職活動」で選考します。詳しくはP.40～46の「７．

Q&A 育児休業」をご確認ください。 

個人 

事業主 

居宅外 

・就労証明書（町田市書式）※ 

・個人事業の開業・廃業等届出書

のコピー 

個人事業の開業・廃業等届出書のコピーが準備できない場

合は、報酬等が客観的に分かるもの（直近の確定申告書等

の「収入を証明するもの」や営業許可証、開業届、登記簿

謄本、直近３か月内の帳簿等、「個人事業主であることを証

明するもの」のいずれかのコピー）をご用意ください。 

これらの書類が提出されない場合は「求職活動」で選考しま

す。 

居宅内 

・就労証明書（町田市書式）※ 

・個人事業の開業・廃業等届出書

のコピー 

・スケジュール表（町田市書式） 

内職の方 

・就労証明書（町田市書式）※ 

・スケジュール表（町田市書式） 

・直近の納品書もしくは発注書 

 

出産 
・母子健康手帳（母の氏名・ 

分娩予定日のページ）のコピー 

出産月をはさみ前後２か月（最大５か月）は、「出産」の要件

での申込となります。詳しくはP.26「入園希望月の１日が出

産事由の場合」をご確認ください。 

疾病・障がい 
・医師の診断書（原本） 

または、手帳のコピー 手帳のコピーの場合は、身体障害者手帳、愛の手帳、精神

障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証（要件が看

（介）護の場合）などをご提出ください。 看（介）護 

・医師の診断書（原本） 

または、手帳のコピー 

・スケジュール表（町田市書式） 

求職 なし 
求職中で入園した方は３か月間の期限付き入園となりま

す。詳しくはP.25「求職中での申込み」をご確認ください。 

就学（予定含む） 

・在学証明書 

・スケジュール表（町田市書式）ま

たは時間割等 

就学予定の方は合格通知書及び年間のカリキュラムを提

出してください。 

※就労証明書は原本のみ受け付けます。 
※就労証明書に代表者印は不要です。（ただし、事業者名が記名されている就労証明書又は就労証明書に係る電子デ

ータを無断で作成し、又は改変を行ったときには、就労先事業者の押印がなくても、有印私文書偽造罪等に該当する
場合があります。） 

※就労証明書の有効期間は、証明日から３か月以内です。内容を訂正する場合は二重線を引いてください（証明する雇
用主に無断での訂正はできません）。また、修正液等での訂正は無効です。 

 
 
 
 
 
・町田市外の保育園等を希望される場合は、各市町村によって入園の要件・必要書類が異なりますので、保育園等を設

置している自治体に確認のうえ申込みをしてください。 
・医師の診断書（原本）の有効期間は、証明日から６か月以内です。また「診断名」と「初診日」の記述が必要です。 

 

ご注意ください！ 
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Ｃ．状況により必要な書類 

書類が必要な方 必要な書類 注意事項 

お

子

さ

ん

に

つ

い

て 

認可外保育施設や 一

時保育等を利用してい

る方 

直近２か月で月12日以上・１日４時

間以上利用したことが分かる、以下

のいずれか一点 

・領収書のコピー

・在籍証明書

・保育料が引き落とされている通帳

のページと通帳の名義人の分か

る表紙のコピー

他施設利用での加点は、就労証明書に直近２か月で１日

４時間、月12日以上勤務したと確認できる実績が記入さ

れている場合に限ります。詳しくはP.40～46の「７．Q&A 

選考」をご確認ください。 

保

護

者

に

つ

い

て 

保育士等の免許をお持

ちで、市内の保育園等

または市内の東京都認

証保育所で就労（採用

含む）している方 

・保育士証等のコピー

保育士・看護師・幼稚園教諭の免許をお持ちで、「１日６

時間以上、かつ月20日以上」または「１日８時間以上、か

つ月16日以上」の勤務の場合に限ります。転園申請の場

合は、調整指数オの対象外となるため、提出は不要で

す。 

妊娠中の方 
・母子健康手帳（母の氏名・

分娩予定日のページ）のコピー 

申込時に妊娠している場合で入園希望月１日が産前・産

後休暇期間にあたる場合は、申込時に就労中であっても

「出産」の要件となりますのでご注意ください。詳しくは

P.26「入園希望月の１日が出産事由の場合」をご確認くだ

さい。 

保

護

者

に

つ

い

て 

ひ
と
り
親
の
方

３か月以上遺棄

されている場合 
なし 捜索願の受理番号を申し出てください。 

離婚を前提に３

か月以上別居し

ている場合 

・ひとり親として申込む方の健康保

険証のコピー

「別居」とは住民票を別に

し、及び生活の実態を分

けていることを指します。 

配偶者の健康保険等の扶

養に入っている場合、もしく

は健康保険証のコピーの提

出がない場合はひとり親と

して申込むことができませ

ん。 

離婚を前提に配

偶者と別居し、

かつ家庭裁判所

に離婚調停を申

し立てし て いる

場合 

・離婚調停の申立書のコピー

・ひとり親として申込む方の健康保

険証のコピー

住民票を異動す

ることはできない

が、家庭裁判所

へ離婚調停を申

し立て、調停の

初回呼出日から

３か月経過した

場合 

・離婚調停の呼出状のコピー

・ひとり親として申込む方の健康保

険証のコピー

離 婚 、 死 別 、  

未婚の場合 
なし 

住民票上同一住所の場合は、ひとり親としての申込みに

なりません。 
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Ｄ．税額のわかる書類 

≪４月から８月入園申込みの方≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪９月以降入園申込みの方≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪税額のわかる書類について≫ 

○保護者の書類が必要です → 保護者（父母）それぞれの方の書類が必要です。 

締切日までに提出がない場合、選考は書類不備扱いとなります。 

○祖父母と同居されている方 → 保護者の収入の合計が生活保護基準以下の世帯は、同居の祖父母も含

めて主たる生計者として保育料を決定いたします。そのため、同居の祖

父母の書類も必要となる場合があります。 

○養育費を受けている方 → ひとり親の方で、子の父又は母から養育費を受けている方は、主たる生

計者を決定する際、養育費一年分（４月～８月入園申込みの方は2021年

１月～12月、９月以降入園申込みの方は2022年１月～12月）の金額がわ

かる書類（通帳のコピー、書留のコピー等）を提出してください。 

○生活保護を受給されている方 → 『生活保護受給証明書』を提出してください。 

○上記のいずれの書類も 

提出できない方 
→ 保育・幼稚園課支援係（042-724-2137）までご相談ください。 

 

 

2022年１月１日に 

父母ともに 

町田市に住民登録が 

あった 

町田市に住民登録がなかった方は下記のいずれかを提出してください。 

 

・『令和４年度市町村民税課税（非課税）証明書』 

 2022年１月１日時点の住所地で取得できます。 

・『令和４年度市町村民税特別徴収税額通知書』のコピー 

・『令和４年度市町村民税納税通知書』 

（氏名及び市町村民税所得割・均等割額、所得等・控除の明細が記載さ

れているページ）のコピー 

 

※住宅借入金等特別税額控除など市民税に税額控除（P.29参照）が適用さ

れている方は、その金額が分かる部分のコピーも提出してください。 

 例：令和３年分確定申告書控えのコピーなど 

提出していただく書類はありません。 

 

※市町村民税が未申告の場合は、選考に影響しますのでご注意ください。 
はい 

いいえ 

2023年１月１日に 

父母ともに 

町田市に住民登録が 

あった 

（または予定している） 

町田市に住民登録がなかった方は、下記のいずれかを提出してください。 

 

・『令和５年度市町村民税課税（非課税）証明書』 

 ＊2023年１月１日時点の住所地で取得できます。 

・『令和５年度市町村民税特別徴収税額通知書』のコピー 

・『令和５年度市町村民税納税通知書』 

（氏名及び市町村民税所得割・均等割額、所得等・控除の明細が記載さ

れているページ）のコピー 

 

※住宅借入金等特別税額控除など市民税に税額控除（P.29参照）が適用さ

れている方は、その金額が分かる部分のコピーも提出してください。 

 例：令和４年分確定申告書控えのコピーなど 

提出していただく書類はありません。 

 

※市町村民税が未申告の場合は、選考に影響しますのでご注意ください。 
はい 

いいえ 
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⑧選考方法

町田市保育所等入所選考基準に基づき、申込みのお子さんのなかで指数の高い順に選考します。ただ

し、次の場合には優先的に選考します。

・認定こども園または家庭的保育者（保育ママ）を第１希望としている方

・２歳児までの保育施設（P.65参照）を卒園し、３歳児の再申込みが必要となる方

⑨入園の決定

・結果（内定・保留）通知書到着前の選考結果についての電話等でのお問い合わせにはお答えできませ

ん。ご了承ください。

・虚偽の内容での申込み及び不正な事実が判明した場合には、内定・入園を取り消します。

・保留通知書は初回のみ送付します。１回の申込みに対して１度のみの通知となりますので、空き待ち中

に保留通知書が必要な場合は手続きが必要となります（P.47「【１－８】町田市保育の利用保留通知書

（保育所等入所待機証明書）発行依頼書」）。 

・保育園等に内定連絡の後、各園又は連携保育所で入園説明会、健康診断を受け、入園が決定されます。

・認定こども園・小規模保育園・家庭的保育者（保育ママ）に内定の方は、園又は保育者と保護者との間で

利用契約をします。

・入園は毎月１日からとなります。月途中からの入園はできません。

▽申込みされた方の結果通知（内定通知書・保留通知書）は、以下のように発送いたします。

選考対象月 対象者 内定の場合 保留の場合 到着予定日 

４月 

一次 
2022年10月１日（土）～2022年11月

５日（土）の間に申込みの方 

「内定通知書」を

郵送します 

「保留通知書」を

郵送します 
2023年１月１6日（月）頃 

二次 

一次選考で保留の方 
「内定通知書」を

郵送します 

「保留通知書」は

初回のみ発送の

ため、二次では

郵送物はありま

せん 

内定の場合のみ 

2023年3月6日（月）頃 

2022年11月７日（月）～2023年２月

３日（金）の間に申込みの方 

「内定通知書」を

郵送します 

「保留通知書」を

郵送します 
2023年3月6日（月）頃 

５月以降 
2023年２月６日（月）以降に申込み

の方 

入園前月の下旬

に電話でお知ら

せいたします 

「保留通知書」を

入園希望月の１

日付けで発送し

ます 
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（３）申込みにあたっての注意事項 

 

①入園（転園）申込みの取下げ 

入園（転園）申込みの希望を取りやめる場合は、速やかに「町田市保育の利用申込書取下げ届」を提出してく

ださい。特に、転園申込みをしている場合は、転園内定と同時に在園中の保育園には通えなくなりますので転園

の必要がなくなりましたら、速やかに届け出てください。 

※「町田市保育の利用申込書取下げ届」は保育・幼稚園課にあります。まちだ子育てサイトからダウンロード

することもできます。 

 

 

②転園の申込み 

新規に入園申込みをされる方と同様に、申込書一式を提出してください。転園は、内定と同時に、在園中の保

育園等において他の児童の入園を内定します。したがって、いかなる理由であれ在園中の保育園等へ戻ること

はできず、転園しない場合は、退園となります。 

転園は、よく検討してから申込みをしてください。 

 

 

③市外の保育園等の入園申込み（転出予定、里帰り出産等） 

保育園等の申込みは、住民登録をしている市区町村で行うことになっています。市外の保育園等への入園を

希望する方は、保育園等の所在する市区町村の保育園担当部署に申込み締切日、必要書類、申込み条件等

を確認し、希望先の市区町村の締切日の１週間前までに町田市の申込書を使用し町田市（市役所２階保育・幼

稚園課204窓口）へ申込みをしてください。 

 

 

 

申込み先の市区町村へ転出する予定がある場合は、転出先住居の「売買契約書」や「賃貸借契約書」など

のコピー、税書類が必要となることがありますので、併せてご確認ください。 

 

 

④市外に転出予定がある方の町田市内の保育園等への申込み 

４月入園の場合…４月１日時点で町田市に住民票があることが入園の条件となりますので、４月１日以前に

転出した場合は、内定・入園が取消しとなります。 

５月以降入園の場合…入園月の１日時点で町田市に住民票があることが条件です。 

 

 

 

転出後も町田市内の保育園等への入園を希望する場合は、転出先市町村での入園申込みが必要となりま

す。ただし、選考対象となるのは、町田市民の選考が終わった後となります。 

 

 

 

ご注意ください！ 

ご注意ください！ 
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⑤市外から町田市内の保育園等への申込み（転入予定等）

保育園等の申込みは、住民登録をしている市区町村で行うことになっています。

町田市外にお住まいの方が町田市内の保育園等へ入園を希望される場合、お住まいの市区町村の保育所

担当部署を通じて申込みをしてください。 

なお、転入予定の有無等によって、提出書類が異なります。転入予定の有無に関わらず必ずご用意いただく

書類は町田市が指定する「保育の必要性を確認する書類」（P.19～22参照）と「2023年度保育の利用申込みに

関する同意書」です。 

（ア）町田市に転入予定のある方

＜入園希望月の申込み締切日までに転入される場合＞

  お住まいの市区町村を通さず、転入後に直接町田市（市役所２階保育・幼稚園課204窓口）で保育園等

入園申込みをしてください。 

＜入園希望月の申込み締切日以降に転入される場合＞ 

  お住まいの市区町村を通して申込みの上、転入後に必ず、町田市民としての申込みが必要ですので、 

町田市役所２階保育・幼稚園課204窓口へお越しください。 

  転入前にお住まいの市区町村からの申込みには、P.19～P.22「必要な書類」に加えて、町田市転入予定住

所、転入可能年月日等のわかる書類が必要です。（「売買契約書」、「賃貸借契約書」、「工事請負書」、 

「【１-18】転入誓約書」等） 

 

転入予定の方は町田市民と同様に選考します。ただし、入園希望月の前月末日までに町田市への住民

票の異動と町田市役所保育・幼稚園課に町田市民としての申込み手続きがされない場合、内定しても

入園は取り消しになります。保留となった場合、翌月以降は市外者として選考します。 

（イ）町田市に転入予定のない方

町田市民の選考後、保育園等に空きがあった場合のみ選考の対象となります。

４月の入園を希望される場合は、一次選考の対象にはならず二次選考で町田市民の選考後に空きが

生じたときに選考の対象になります。 

⑥求職中での申込み

求職中で入所した場合は、３か月間の期限付き入所となります。 

求職中で入所した方は２か月以内に就労を決め、３か月目の15日（土・日、祝日の場合は前開庁日）までに就

労証明書を提出してください。提出がない場合は退園となります。 

また、就労先が決まった場合、支給認定証の保育の事由及び就労時間によっては保育時間区分が変更にな

りますので、就労を開始する月の前月の15日（土・日、祝日の場合は前開庁日）までに「【１-２】町田市子ども・子

育て支援法に基づく認定変更申請書兼変更届」を提出してください。期日までに上記書類の提出がない場合に

は、保育時間区分を保育短時間（８時間）から保育標準時間（11時間）に希望されても翌月から反映できませ

ん。延長保育料がかかりますのでご了承ください。 

ご注意ください！ 
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⑦入園希望月の１日が出産事由の場合 

入園希望月の１日が、出産（予定）月をはさみ前後２か月にかかる場合は、出産の事由で選考します。出産で

選考するのは、出産予定月を含め最大で５か月間です。保護者（母）の保育を必要とする事由を「出産」で申込

む場合は、出産後の予定を利用申込書に記入してください。 

出産の事由で入園し、出産の認定期間後も在園を希望する場合、出産（予定）月の３か月目以降の保護者

（母）の、保育を必要とする事由を変更する手続きが必要です。出産（予定）月の２か月目の15日（土、日、祝日

の場合は前営業日）までに、「【１－２】町田市子ども・子育て支援法に基づく認定変更申請書兼変更届」と、変更

後の事由を確認できる書類を、保育・幼稚園課に提出してください。 

保育を必要とする事由を「出産」で入所申込みをして保留（待機）になった場合、出産（予定）月の３か月目以

降の保護者（母）の保育を必要とする事由の変更が必要です。「【１－２】町田市子ども・子育て支援法に基づく

認定変更申請書兼変更届」と、変更後の事由を確認できる書類を、保育・幼稚園課に提出してください。 

 

⑧育児休業取得中での申込み 

育児休業取得者と認められるのは、法令に基づく休業取得者のみです。 

確認のため、就労証明書の「育児休業期間」欄に取得中または取得予定の育児休業期間の記載が必要です。 

（ア）育児休業から復帰予定での新規申込みについて 

入園月の末日までに職場に復帰することを条件に選考をします。したがって、期限までに復帰しない場合は、

入園承認の取消し、または退園となります。（復帰日が公休日で勤務日数が０日となる場合も入園取消となりま

す。） 

入園後に、「【１－12】産前産後休暇・育児休業復帰証明書（復帰月の就労実績の入ったもの）」を提出してい

ただき、就労状況の確認をします。なお、育児休業中は、『調整指数 就労ウ』には該当しません（P.55参照）。 

※「【１－12】産前産後休暇・育児休業復帰証明書」は、入園月の翌月の15日（土・日、祝日の場合は前開庁日）までに提

出してください。 

 

（イ）雇用形態が「派遣」「契約」の方について 

育児休業復帰後に産前休暇前の派遣・契約先について、その雇用先や雇用条件が就労証明書で証明される

場合には就労で選考します。育児休業復帰後の派遣・契約先が未定で、その雇用先や雇用条件が就労証明書

で証明されない場合は求職活動で選考しますが、就労証明書の「育児休業期間」欄に取得中または取得予定

の育児休業期間が記載されている場合は、『調整指数 育児休業等復帰者ソ』（P.55参照）を適用します。 

 

⑨障がい児・特別な配慮が必要なお子さんの申込み 

保育園・認定こども園・小規模保育園・家庭的保育者（保育ママ）は療育施設ではありません。 

保育園等の障がい児受入れ基準は、「心身に障がいを有する児童で、集団保育が可能であり、原則として医

療行為の必要がないこと」となります。入園を希望する場合は保育・幼稚園課までお問い合わせください。 

お子さんの状態や保育園等の体制等によって受入れ状況が異なりますので、必ず事前に医療機関にて集団

保育の可否の確認をするとともに、申込み前にお子さんと一緒に入園を希望する保育園等の見学を行い、保育

園等での対応についてご相談ください。また、申込み時に申出がなく内定や入園した場合には、取消しや退園と

なることがありますので、ご注意ください。 

 

⑩食物アレルギーのある児童の申込み 

食物アレルギーの児童に対しては、医師の指示に基づき除去食の対応をしていますが、在園児童の除

去食対応人数などにより、新たに受入れができない場合があります。 
また、重度の食物アレルギー等の場合は、保育園等により受入れ状況が異なり、ご家庭からお弁当をお

持ちいただく場合もあります。必ず、申込み前にお子さんと一緒に希望される保育園等の見学を行い、事

前に食物アレルギーの対応状況について確認してください。 
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