
７．Ｑ＆Ａ 
 

申込み全般 
 

Ｑ．保育園等の入園は先着順で決定しますか？申込みをすれば必ず入園できますか？ 

 

 

 
 
 
 
Ｑ．2023年度の４月分と2022年度の12月分からの申込みは別々にする必要がありますか？ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ｑ．募集人数が『０人』でも申込みはできますか？ 

 

 

 
 
 
Ｑ．申込み時に書類等が不足していた場合は、いつまでに提出が必要ですか？ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ｑ．保育園等の見学はできますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．希望月に入園（転園）できない場合、申込みは毎月行う必要がありますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

先着順ではありません。申込み人数が募集人数を超えた場合は選考となるため、入園できない

こともあります。 

2023年度の４月分と2022年度の12月分からの申込みは同時にすることができます。ただし窓口で

の申請に限ります。 

申請書、保育の利用申込みに関する同意書は2022年度、2023年度の両方を用意してください。な

お必要書類は１部で構いません。申込み時には、各年度の必要書類や申込み締切日にご注意くだ

さい。必要な書類は、P.19～22「必要な書類」をご覧ください。 

募集を行っていなくても在園児の急な退園や転園により空きが生じた場合は入所選考を行いま

すので、申込みは可能です。 

不足書類等については随時受領していますが、選考に反映させることができるのは、各申込み締

切日までです。ただし、保護者の方の保育を必要とする状況がわかる書類が不足している場合は

申込み自体を受付することができません。 

申込み締切日を過ぎて提出された書類は次月の選考からの反映となりますので、申込みや不足書

類の提出は余裕をもって行ってください。 

見学はできます。 

ただし、行事等で日を改めていただく場合がありますので、事前に各保育園等にお問い合わせく

ださい。保育園等により特色がありますので必ず事前に見学をしてお確かめください。 

家庭的保育者（保育ママ）については、申込み前に必ずお子さんと一緒に見学をしてください。 

利用申込書の「希望月に入園できなかったとき」欄で「２ 空き待ちをする」を選択した場合に

は、毎月申込む必要はありません。申込み年度の３月入園分までは有効となります。 

なお、翌年度４月以降も申込みが必要な場合には、2023年度に行う2024年４月入園申込み期間中

に忘れずに申込みをしてください。転園申込みについても同様です。 
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Ｑ．認定こども園（１号認定希望）と認定こども園（２号認定希望の３～５歳児）の併願もできますか？ 

Ｑ．両親の一方が単身赴任のため別居しています。申込みにあたっては２人とも書類が必要ですか？ 

また、保育料算定にあたっても、２人の税額が対象となりますか？ 

Ｑ．入園した場合（または、○月○日から）、勤務時間や日数が変更になる予定があります。就労証明書はどう 

いう内容を証明してもらえばよいですか？ 

Ｑ．就学予定のため申込みをしたいのですが、まだ在学していないため、在学証明書が発行されません。書類 

は何を用意したらよいですか？ 

Ｑ．ボランティア活動により子どもの保育ができない場合は入園申込みできますか？ 

Ｑ．転園が内定した場合、内定を辞退し、もとの園に引き続き在園することはできますか？ 

Ｑ．育児時短（育児短時間勤務）を利用する予定ですが就労証明書はどのように記入してもらえばよいですか？ 

併願できます。直接認定こども園へ入園申込みをしていただきますので、希望する園に確認をし

てください。 

４月入園申込み期間は、認可保育園等とは異なりますのでご注意ください。 

２人分の書類が必要です。 

保育料算定にあたっても、２人分の税額が対象となります。海外赴任も同様です。 

就労証明書には「今後勤務時間・勤務日が変わる場合」という項目がありますので、現状に加え、

変更後の勤務時間・日数を職場で証明してもらってください。 

合格通知書など、入学が決定していることがわかる書類と時間割等をご用意ください。場合によ

ってはスケジュール表が必要です。 

ボランティア活動では保育園等の入園の要件とはならず申込みはできませんが、一時保育や定期

利用保育はご利用できます（ご利用したい園での事前登録と予約が必要です）。 

いかなる理由があっても、もとの園に引き続き在園することはできません。 

もとの園では転園により空きができた分を補充します。 

転園しない場合は、退園していただくことになりますので、転園の申込みは慎重に行ってくださ

い。また、転園申込みの必要がなくなった時は、速やかに「【１－９】町田市保育の利用申込書取

下げ届」を提出してください。 

就労証明書の勤務時間及び勤務日は契約上の正規の時間・日数を記入してください。 

育児時短及び育児短時間勤務の勤務状況は、職場復帰されてからご提出いただく育児休業復帰証

明書にて確認いたします。 

ただし、短縮後の勤務時間は１日４時間以上であることが必要です。 
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Ｑ．就労で申込み、入園待機中に出産をする場合、就労の要件のままで申込みできますか？ 

 

 

 

 

 

Ｑ．宗教的配慮をした食事へ対応してくれる保育園・幼稚園はありますか？ 

 

 

 

 

 

 

育児休業 
 

Ｑ．育児休業中ですが、保育園等の入園申込みはできますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※認可保育園以外の保育施設（認可外保育園、一時預かり、定期利用保育等）を利用している児童で３歳～５歳児ク

ラスに入園を希望する方は、育児休業取得中で復帰予定のない場合でも申込みはできますが、空きがあった場合

のみの選考となります。また、入所が決まった場合は、短時間（８時間）のみのご利用となります。 
 
 

Ｑ．育児休業から復帰する時のために事前に保育園等の予約はできますか？ 

 

 
 

 

Ｑ．育児休業中で、就労証明書の実績がないのですが、実績不足になりますか？ 

 

 

 

 

 

 

Ｑ．派遣社員で育児休業取得中です。職場に就労証明書を記載してもらったところ、「育児休業復帰後の派遣 

先は未定です」と但し書きがされていました。選考はどのような扱いになりますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

待機中の方でも、保育が必要な状況・要件が出産に変わるため、支給認定の変更の申請をしてい

ただく必要があります。入園希望月の１日が産前・産後休暇期間に当たる場合は、申込み時に就

労していても「出産」の要件で選考します。 

申込みできます。 

ただし、お子さんが保育園等に入園した月の末日までに育児休業から同一職場に復帰することが

必要です。 

勤務実績が確認できないときは入園を取消します（復帰日が公休日で入園した月の勤務日数が０

日となる場合も入園取消しとなります）。入園後に提出していただく育児休業復帰証明書にて育

児休業の復帰年月日、就労実績等を確認させていただきます。 

事前に予約する制度は設けていません。 

法令に基づく育児休業中の場合は、実績不足には該当しません。また、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を記載いただければ育児休業復帰の加点があり

ます。 

就労証明書に育児休業期間の記載がない場合は、実績不足にあたります。 

育児休業復帰後の雇用先や雇用条件について就労証明書で証明されていない場合は求職活動で

選考します。ただし、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、調整指数『育児休業等復帰者ソ』は適用します。就労で選考するために

は、育児休業復帰後の雇用先や雇用条件について証明された就労証明書の提出が必要です。 

園によって対応は異なります。 

宗教的配慮をした食事を希望する場合は、事前に希望する保育園等にお問い合わせください。 
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Ｑ．育児休業をこれから取得する予定の場合に、職場に就労証明書を記載してもらったところ、育児休業期間

が未記入でした。別の書類の提出が必要ですか。 

きょうだい 

Ｑ．利用申込書の「兄弟姉妹２人以上で申請する場合」について具体的に教えてください。 

基本的にはきょうだいで申込みがあった場合、低い希望順位であっても同園となるよう選考しま

すが、空き状況・申込み状況によっては同園とすることが難しい場合があります。 

そのため、きょうだいが同園に（同時に）入所できない場合に備え、条件を選択していただきま

す。 

ただし、『「同時に入所（転所）できないとき」に「１人だけでも入所（転所）を希望しない」』場

合や『「同じ園に入所（転所）できないとき」に「別々の園でも入所（転所）を希望しない」』場

合など、厳しい条件を選ぶほど、入所は難しくなることを考慮していただくようお願いいたしま

す。 

以下が例です。 

きょうだいでＡ園、Ｂ園、Ｃ園に申し込む場合 

例１） 

「同時に入所（転所）できないとき」に「希望しない」、 

「同じ園に入所（転所）できないとき」に「希望しない」、を選択した場合 

→上の子と下の子が同じ月に同じ園に内定する場合にのみ２人とも内定、それ以外の場合は２人

とも入所保留となる。
・上の子がＡ園、下の子もＡ園に内定する場合、２人とも内定

例２） 

「同時に入所（転所）できないとき」に「希望しない」、 

「同じ園に入所（転所）できないとき」に「別々の園でも入所（転所）を希望する」を選択した

場合 

→上の子と下の子が同じ月に内定した場合は別園でも内定、同じ月に内定にならない場合は２人

とも保留となる。
・上の子がＡ園、下の子がＣ園に内定する場合、２人とも内定
・上の子がＡ園、Ｂ園、Ｃ園のいずれかに内定するも、下の子がＡ園、Ｂ園、Ｃ園いずれも

内定しない場合、２人とも保留

例３） 

「同時に入所（転所）できないとき」に「１人だけでも入所（転所）を希望する」、 
「同じ園に入所（転所）できないとき」に「別々の園でも入所（転所）を希望する」を選択し
た場合 
→上の子と下の子が同じ月に内定した場合は、別園でも内定となる。また、上の子と下の子が

同じ月に内定しない場合でも、どちらかが内定になれば１人でも内定となる。
・上の子がＡ園、下の子がＢ園に内定する場合、２人とも内定
・上の子がＡ園、Ｂ園、Ｃ園のいずれかに内定するも、下の子がＡ園、Ｂ園、Ｃ園いずれも

内定しない場合、上の子のみ内定

また、当欄に記載がない場合は、例３）の「１人だけでも入所（転所）を希望する」、かつ「別々

の園でも入所（転所）を希望する」の条件で選考します。 
※上記の例は、「上の子」を「下の子」、「下の子」を「上の子」と読み替えても同様となりま
す。

別の書類の提出が必要です。 

法令に基づく育児休業を今後取得する予定であることを確認するため、勤務先の育児休業の取得

が可能であることがわかる就業規則のコピーと、会社名がわかるページまたは社判を押印したも

のを提出してください。提出された場合は、調整指数『育児休業等復帰者ソ』を適用します。 
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Ｑ．『求職中』できょうだい２人以上の申込みをし、１人だけ入園が決定しました。 

入園できなかった子が入園できるまで仕事を始めなくても在園は可能でしょうか？ 

Ｑ．きょうだいがすでに本園に通っています。今回申込みする子は分園を希望する予定です。きょうだいの優先 

入所は適用されますか？ 

選 考 

Ｑ．入園選考上、第１希望にしている申込み者が優先されますか？ 

Ｑ．就労による選考基準の決定にあたり、休憩時間は就労時間に含めますか？ 

Ｑ．申込みをして待機している期間が長ければ優先順位は高くなりますか？ 

Ｑ．職種による加点はありますか？ 

１人でも入園した場合、２か月以内に就労先が決定し、入園３か月目の15日までに「就労証明書」

の提出がない場合には退園となります。なお、会社から「就労証明書」の発行が遅れ、期日まで

の提出が間に合わない等の場合は、保育・幼稚園課までご連絡ください。 

第１希望が優先ではありません。 

具体的には、第５希望の方が第１希望の方よりも選考指数が高ければ、前者が内定となります。 

希望順位は第５希望までの５園とも入園可能な場合、どの保育園等に入りたいかという順位付け

をお願いしています。 

ただし、認定こども園と家庭的保育者（保育ママ）については、第１希望を認定こども園または

家庭的保育者（保育ママ）にしている方の中で選考指数の高い方から選考します。 

実働４時間以上の場合、休憩時間１時間までは就労時間に含めて選考します。 

待機している期間で優先順位が高くなることはありません。 

各月の保育が必要な状況で選考指数を決定します。 

保育士または看護師・幼稚園教諭免許のいずれかを保持し、町田市内の保育施設等に所定の日数、

時間（※）以上の勤務条件により保育従事者として勤務する保護者が、新規に申込む場合に加点

があります。 

申込み時には、就労証明書と資格を証明できるものが必要です。（資格取得予定の方は受験資格が

あることが証明できるもの、または厚生労働省が指定する保育士養成校の在籍証明書） 

※「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

分園は、独立した保育園ではなく本園の一部ですが、本園とは別の場所で運営する施設であるた

め、別の運営施設とみなします。そのため、きょうだい優先の適用はありません。 
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Ｑ．他の保育施設の利用が２ヶ月ありますが、実績がそれぞれ12日と11日です。『調整指数タ 他の保育施設

利用者』は適用されますか？ 

Ｑ．上の子が第１希望で認定こども園、下の子が第１希望で保育園を申込む場合は、きょうだい同時申込みの 

対象（入所選考基準表別表３の適用順序７）となりますか？ 

Ｑ．転職して新しい会社に採用されたばかりで、勤務日数が記入できません。この場合、『調整指数ウ 就労実 

績が入所選考基準表の類型ごとに同表の細目欄に定める就労日数又は就労時間に満たない場合』が適

用されますか？ 

町田市外の保育園等を希望 

Ｑ．申込み希望園に町田市以外の自治体の保育園等を入れることができますか？ 

適用しません。また、保育を必要とする事由が「求職」の場合も適用しません。 

例）８月１日～８月31日、９月１日～９月30日のそれぞれにおいて12日以上、１日４時間以上

の利用実績が必要です。月をまたいで数えて12日以上の利用があったとしても加点の対象

ではありません。 

町田市外の保育園等を希望することはできます。（市外の保育園等の入園申込みP.24参照） 

ただし、町田市民で他の自治体へ申込みする場合には、当該自治体の市民よりも不利な取扱いと

なる場合もありますので、取扱いについては当該自治体へ直接確認してください。 

なお、町田市内と市外の両方の保育園等を希望する場合には、町田市の希望園の記入数は第５希

望までです。 

他自治体の保育園等は、ご希望先の自治体に申込み希望可能数をご確認のうえ、申込みをしてく

ださい。 

上の子がすでに第１希望で優先されて選考されているため対象となりません。 

前職の退職日から１か月を経過せず就職し、かつ前職分の就労証明書で勤務日数を満たしている

ことが確認できれば、『調整指数ウ』は適用しません。 

前職の就労証明書と転職先の就労証明書の両方をご提出ください。 

ただし、前職から契約の時間・日数が増える場合は、適用する可能性があります。 
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入園期間 

Ｑ．2023年５月に第二子を出産予定です。出産後、育児休業を取らずに復帰する予定ですが、第一子の４月か 

らの入園申込みはできますか。 

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 

保育料 

Ｑ．ひとり親家庭の保育料は無料ですか？ 

Ｑ．公立保育園と比べて法人立保育園は保育料が高いのですか？ 

Ｑ．認定こども園の保育料は認可保育園と同じですか？ 

申込みはできますが、就労している方でも、入園希望月の１日（当質問の場合は４月１日）が産

前・産後休暇期間にかかる場合は出産要件で選考します（ただし、入園希望月の１日に就労する

ことが就労証明書で確認できる場合は、就労要件で選考します）。 

その後、保育が必要な場合は、出産予定月の２か月後の15日（土・日曜日、祝日の場合は前開庁

日）までに支給認定の変更手続きが必要です。 

例）入園月が出産予定月とその前後２か月間にかかる場合（５月出産予定で４月入園の場合） 

入園 

出産要件で在園可能期間 

（4/1～7/31まで） 

８月以降の支給認定の変更手続きが必要 

前月15日締切 
（土・日曜日、祝日の場合は前開庁日） 

ひとり親家庭の保育料が必ずしも無料になるわけではありません。 

無料になるひとり親家庭は、生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）や市町村民税が非

課税の世帯です。市町村民税が課税されている世帯は有料です。 

（P.29～P.33「４．保育料と給食費について」参照） 

公立保育園・法人立保育園とも、同じ利用者負担額表に基づいて、各世帯の税額等に応じて保育

料を決定するので、運営される主体によって保育料に違いが発生することはありません。 

ただし、延長保育料は各施設で異なります。 

保育料は同じですが、別途施設毎に定めた徴収金等を負担する場合があります。 

詳しくは、各認定こども園にお問い合わせください。 
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