
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

この案内は，保育園等に入園申込みをする際に必要な書類や手続等について 

記載しています。よくお読みいただき，指定期日までにお申込みください。 

なお，ご不明な点は以下までお問い合わせください。 

 

調 布 市 
子ども生活部 保育課 保育・幼稚園係 
〒182－8511 
東京都調布市小島町２丁目３５番地１ 
電話 （０４２）４８１－７１３２～７１３４ 
URL https://www.city.chofu.tokyo.jp/ 
●調布市ホームページ＞子育て・教育＞保育園・保育サービス 
＞認可保育園＞認可保育園の申し込み（QR コード参照） 

https://www.city.chofu.tokyo.jp/


 

 

認可保育園  

保育の必要性（※）が

ある方のための保育施

設です。  
【対象】  

主に０歳～５歳児クラス  

【申込先】  

調布市保育課  

 
（１ページ以降参照）  

♪ 掲載施設紹介 ♪ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各各施施設設ににつついいててのの情情報報   
 保育園や幼稚園の情報を掲載している以下のホームページもご活用ください。  

 ●調布子育て応援サイト                                               

 コサイト＞まち情報＞                                                

子育て関連施設（ＱＲコード参照）                            

                                    

 

 

 

 

 

 

認証（認可外） 

      保育所  

希望の園と直接契約す

る保育施設です。  
【対象】  

主に０歳～５歳児クラス  

【申込先】  

 各園  

 
（３８～３９ページ参照）  

 

その他  

一時預かり施設

や，お子さまが病

気のときにお預け

いただける施設が

あります。  
 
（４０～４１ページ  

参照）  

 

幼稚園  

幼児教育を行う施設で

す。園によっては長時

間（早朝・夕方）の預

かりも可能です。  
【対象】  

主に３歳～５歳児クラス  

【申込先】  

各園  

 
（４２～４３ページ参照）  

 

 

※保育の必要性・・・保護者の就労，疾病等で家庭で  

児童の保育ができない状況をいいます。  

 



 

 

 

令和５年４月入園申込みの主な変更点 
 
①  令和５年４月入園（三次申込受付）の実施 

令和４年度同様，令和５年 4月入所選考は，三次申込まで受け付けいたします。 

各受付期間（必着）は下記のとおりです。 

 

一次申込受付期間      令和 ４年１０月 ５日（水）～令和 ４年１０月２５日（火） 

一次書類追加・変更受付期間 令和 ４年１０月 ５日（水）～令和 ４年１１月１８日（金） 

二次申込受付期間      令和 ４年１０月２６日（水）～令和 ５年 １月２３日（月） 

三次申込受付期間      令和 ５年 １月２４日（火）～令和 ５年 ３月 ３日（金） 

※二次・三次の書類追加・変更受付期間はそれぞれの申込受付期間と同一期間です。 

 

 

②  保育士及び幼稚園教諭に係る加点の適用 

   保育園等の利用の調整指数表「第２表」の類型番号８（17 ページ参照）について，保育士及

び幼稚園教諭に係る加点を適用します。 

保護者が保育士資格又は幼稚園教諭免許を有し，かつ，認可保育所，認定こども園，地域型保

育事業，認可外保育施設，企業主導型保育施設又は幼稚園において就労し，または就労を予定し

ている場合は，加点対象となります。対象の方は，就労証明書所定欄への記載の確認と保育士証

又は幼稚園教諭免許状の写しのご提出をお願いします。 

 

 

③  就労証明書の様式変更 

これまで会社等に勤務している方には「勤務状況証明書」を，自営業の方には「勤務状況申立 

書」をご提出いただいておりましたが，令和５年度から「就労証明書」に様式を統一します。 

令和４年度，令和５年度同時申込の場合は，令和５年度の申込書類に「就労証明書」の原本を，

令和４年度の申込書類には「就労証明書」のコピーを添付してください。 

 ※既に勤務状況証明書を会社に依頼されている場合は，勤務状況証明書の添付で結構です。 

 ※就労証明書は国が指定した標準様式を準用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年度からの変更予定 
 
♦自営業やパートタイム等の育休制度がない保護者について，み

なし育休（相当期間，育休中とみなす）の適用（在園児にも適用） 



保育園入園案内 目次 

 

♪ 認可保育園とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１～３ 

♪ 教育・保育給付認定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４～５ 

♪ 申込みから入園決定まで（流れ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６～９ 

➊ 令和５年４月の入園を希望する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・６～７ 

➋ 年度途中（令和５年５月以降）の入園を希望する場合 ・・・・・・・・・・８～９ 

♪ 入園申込時の必要書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０～１２ 

♪ 申込中の家庭状況の変更について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

♪ 産休・育休・求職中の申込み取扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・１３ 

♪ 転園申込，市外からの申込等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・１４～１５ 

① 転園を希望する場合（市内の保育園から市内の保育園に転園する場合）  

② 調布市に住所があり，調布市外の保育園の利用を希望する場合  

③ 調布市外に住所があり，調布市内の保育園の利用を希望する場合  

④ （すでに市内の保育園に入園している方で）調布市外に転出後も， 

                引き続き調布市内の保育園の利用を希望する場合  

♪ 保育園等の利用調整について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６～１９ 

♪ 入園後の手続等について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０～２1 

♪ 利用者負担額（保育料）及び給食費について ・・・・・・・・・・・・・・２２～２５ 

♪ 延長保育料について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

♪ よくある質問 Ｑ＆Ａ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７～３３ 

♪ 認可保育園等一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３４～３７ 

♪ 東京都認証保育所一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８ 

♪ 家庭福祉員（保育ママ） 

共同実施型家庭的保育事業（グループ型保育）一覧表 ・・・・・・・３９ 

♪ 一時預かりについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０ 

♪ 定期利用保育事業・休日保育事業・病児・病後児保育事業について ・・・・４１ 

♪ 幼稚園等への入園 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２～４３ 

♪ 保育園マップ（市内全域） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４４ 

♪ 認証保育所・幼稚園等マップ（市内全域） ・・・・・・・・・・・・・・・４５ 



 

♪ 認可保育園とは ♪ 

 

認可保育園（以下，保育園）は，児童福祉法に基づいて認可された“乳幼児のための施設”です。就労

等の理由によって（下記「1 保育園利用の要件」を満たす場合），家庭での保育が困難な（「保育を必要

とする」状態にある）０歳から小学校就学前までの集団保育が可能なお子さまをお預かりし，保育を行い

ます。保育園利用の要件や入園基準，利用者負担額（保育料）は，公立・私立・家庭的保育事業ともに同

じです。 

 

１ 保育園利用の要件 

保育園を利用できる児童（以下「当該児童」という。）は，保護者（基本的には父母）が次のいずれか

の状況にある場合であり，集団生活を経験させたいなどの理由だけでは該当しません。 

(１) 保護者の状況 

①【就労】 

日常の家事以外の仕事をすることを常態としており，当該児童の保育ができない場合  

②【保護者のいない家庭】 

離婚，死亡，行方不明，拘禁等の理由により保護者がいない家庭の場合 

③【妊娠･出産】 

保護者が出産の前後で，出産に係る乳児以外の当該児童の保育ができない場合（出産の前後の通園

期間は出産予定月（出産月）及びその前後各２か月の原則５か月以内） 

④【疾病・障害】 

保護者が病気，負傷，心身に障害がある等で，当該児童の保育ができない場合 

  ⑤【介護・看護等】 

当該児童以外で，長期にわたる入院や心身に障害のある当該児童の３親等以内の親族がいるため，

保護者が日常の看護に当たっており，当該児童の保育ができない場合 

⑥【災害復旧】 

火災，風水害，地震等で，その自宅を失ったり，破損したりしたため，その復旧の間，当該児童の

保育ができない場合 

⑦【求職活動】 

保護者が仕事を探していて当該児童の保育ができない場合（求職活動中の方の当該児童の通園期間

は，入園後３か月以内です｡それ以降の継続通園に際しては，勤務したことがわかる書類（就労証明

書等）が必要となります｡） 

⑧【通学・その他】 

保護者が通学や，職業訓練施設等の技能施設へ通所していて，当該児童の保育ができない場合 
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(２) 児童について 

 集団保育が可能な児童に限ります。保育園において「集団保育が困難」と判断した場合は，入園対

象外となります。 

以下のような場合に「集団保育が困難」と判断することがあります。 

①児童に常時医療的ケアなど，健康管理が必要な場合 

②保育することで，児童本人及び他の児童の安全が確保できないと思われる場合 

③その他，集団保育が不可能と思われる児童の場合 

これ以外にも，児童の健康状態により集団保育の可否について判断が必要な場合や，入園できる保

育園が限定される場合があります。児童に障害などがある場合，園の状況（すでに障害のある児童を

多く預かっていて，新たに障害のある児童を預かると，安全確保が難しいなど）によってはお預か

りできない場合があります。 

 

 

２ 保育時間 

保育時間は，教育・保育給付の認定区分（４～５ページ参照）が保育標準時間認定の場合には，開園

時間（午前7時～午後6時）の範囲内，また，保育短時間認定の場合は，1日８時間（午前８時３０

分～午後４時３０分）の範囲内で，保育園と相談のうえ，決まります。入園後，お子さまが保育園に慣

れるまで最初の保育時間は短くなる場合があります。その期間はお子さまによって異なりますので，保

育園にご相談ください。 

 

 

３ 延長保育 

延長保育は，保護者が通常の保育時間（保育標準時間認定の場合は午前７時～午後６時，保育短時間

認定の場合は午前８時３０分～午後４時３０分）を超えて家庭で保育できない場合に，時間を延長して

保育を行うものです。対象の年齢や延長時間は保育園によって異なります。また，延長保育料や延長時

間は教育・保育給付の認定区分によっても異なります。 

延長保育を希望される方は，入園後別途保育園に申込みが必要です。延長保育を利用する場合は，通

常の利用者負担額（保育料）とは別に延長保育料がかかります（２６ページ参照）。 

 

 

４ 開園日 

保育園は，日曜日，国民の祝日，年末年始（１２月２９日～１月３日）はお休みです。 

そのほか，保育園や地域で感染症が流行した場合や，台風等で事前に大きな災害が予測される場合等

は，休園となる場合があります。また，休園にならない場合でも，可能な範囲で自宅保育のお願いや保

育園行事の延期や中止の措置をとる場合があります。また，公立保育園では緊急時に，他の認可保育園

の在園児を一時的に預かる場合があります。 
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５ 保育園の在園期間 

保育が必要な理由によって，在園期間が異なります。 

保育が必要な理由 最長在園期間 

保護者が就労している 最長小学校入学まで 

母が出産する 出産予定月（出産月）及びその前後各２か月間（原則５か月） 

保護者に疾病がある 最長小学校入学まで，又は療養を必要としなくなるまで 

保護者に障害がある 最長小学校入学まで 

保護者が看護・介護している 最長小学校入学まで，又は看護・介護を必要としなくなるまで 

保護者が求職中である 入園後，入園月を含む３か月間  

保護者が通学している 最長小学校入学まで，又は保護者が学校を卒業するまで 

在園期間終了後も引き続き保育園を利用する場合は，再度の入園申込みが必要です。ただし再入園の

場合も，利用調整の対象となりますので，再入園できない場合があります。 

在園後保育が必要な理由に変更があった場合は，「入園後の手続等について」（２０～２１ページ参照）

に沿ってお手続ください。 
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保育園の利用を希望するご家庭は，市に「保育の必要性の認定」及び「保育園の利用希望」の申請

をしていただきます。市は，申請をもとに保育必要量の認定を行い，どの認定区分に当てはまるか決

定したうえ，申請のあった全ての児童に「支給認定証」を交付します。また，提出された書類に基づ

き，利用調整（選考）を行い，利用する保育園を決定します。「支給認定証」の交付がされても，保

育園に入園できない場合もありますので，ご了承ください。 

 

令和５年４月入園の流れ              

 

 

 

 

 

 

♦詳細は，「申込みから入園決定まで（流れ）」をご覧ください。（６～９ページ参照） 

 

 

 

認定は，下表のとおり区分されます。認定区分によって，利用できる施設が決まります。通常，１

号・２号認定は満３歳の誕生日の前日から小学校就学前まで，３号認定は満３歳の誕生日の前々日ま

でが有効期間となります。3号認定を受けているお子さまが満３歳になり，３号認定から２号認定に

なる際は，市が認定の変更を行うため，改めて申請書を提出する必要はありません。 

認定区分 申請対象 利用可能施設 

１号認定 教育標準時間認定 満３歳以上で，幼稚園等での教育を希望する場合 
新制度幼稚園 

認定こども園※ 

２号認定 
保育標準時間認定 

又は 短時間認定 

満３歳以上で，「保育園利用の要件」（１ページ参照） 

に該当し，保育園等での保育を希望する場合 

認可保育園 

認定こども園※ 

３号認定 
保育標準時間認定 

又は 短時間認定 

満３歳未満で，「保育園利用の要件」（１ページ参照） 

に該当し，保育園等での保育を希望する場合 

認可保育園 

認定こども園※ 

地域型保育事業 

※令和５年４月時点で，調布市内に認定こども園はありません。 

♦認可外保育施設等（認証保育所，保育ママ（都制度），グループ型保育，幼稚園等）を利用する

に当たっては，教育・保育給付認定を受ける必要はありませんが，幼児教育・保育の無償化に係わ

る「子育てのための施設等利用給付認定申請手続」が必要です。詳細は市ホームページをご覧くだ

さい。 

  ●調布市ホームページ＞子育て・教育＞幼児教育・保育の無償化（ＱＲコード参照） 

♪ 教育・保育給付認定について ♪ 

 

 
 

認定区分 

支給 

認定証 

交付 

認定申請 

＋ 

入園申込み 

利用調整

（選考） 

不承認 

内定 

 

利用不承認 

決定通知 

内定園にて 

面接・ 

健康診断 

 

入園決定 

 

利用承認 

決定通知 
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認定区分の２・３号認定は，保育を必要とする理由及び保護者の就労時間等によって，保育標準時

間認定・保育短時間認定に分類，決定されます。決定した認定区分によって，利用できる保育時間が

異なります。 

 

認定区分 保護者の要件 保育時間 延長保育 

保育標準時間

認定 

月１２０時間以上の就労，出産，疾病， 

障害，看護・介護，通学等 

午前７時～午後６時 

の間の保育を必要とする時間 
午後６時０１分以降 

保育短時間 

認定 

月４８時間以上１２０時間未満の就労， 

在園児以外の子どもの育休取得中，求職中 

午前８時３０分～午後４時３０分 

の間の保育を必要とする時間 

午前７時以降８時２９分以前 

午後４時３１分以降 

  

 

 

 

 

 

 

 保育必要量の認定 
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③ 希望園変更  令和４年１１月１８日（金）午後５時１５分まで（一次申込受付済の方のみ） 

  不足書類締切     郵送（必着）又は申込受付専用ボックスへ投函 
 不足書類追加・希望園を変更する場合は，「申込事項変更届」を提出してください。 

 

❶ 令和５年４月の入園を希望する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 入園申込受付（一次申込み）  

●受付期間 令和４年１０月５日（水）～令和４年１０月２５日（火） 

※申込方法は以下のいずれかになります。 

 

➊郵送申込み（必着） 調布市役所保育課「４月入園申込担当」宛 

♦郵送料差出人負担にて郵送してください（特定記録郵便・簡易書留等推奨）。 

 

➋４月申込受付専用ボックス（市役所３階保育課前設置） 

♦封筒封緘して提出。設置時間は午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日，祝日を除く）。 

 

＜申込時の注意事項＞ 

♦封筒には保護者氏名・住所を記載して郵送又は受付ボックスへ投函してださい。 

♦申込みを受付した通知等は行いません。電話による書類到達の確認は投函後 5開庁日程度から可能と

なる予定です（見込指数や不備・不足状況等の御案内はできません）。 

♦申込内容に不備・不足があった場合は保育課より個別に連絡いたします。 

例年，受付終了日間際の申込みをした方で，不備・不足書類の提出が書類追加・変更受付期限までに 

間に合わない方がいらっしゃいます。申込書類は必ず期限に余裕をもって提出してください。 

♦収受日付の押印のある保育利用申込書の写しが必要な方は，申込時に８４円切手を貼付した返送先記

入済みの返信用封筒を同封してください。保育利用申込書のみ写しを返送します。 

♦出産予定の児童も，４月入園を希望する場合は，上記期間内にお申込みください。ただし，出産予定

で申込み，児童が令和５年２月４日（土）以降に生まれた場合，令和５年４月の利用調整の対象外と

なります（保育受入年齢経過以降，利用調整の対象となります。）。 
 
 

② 申込み状況発表 令和４年１０月２６日（水）午後５時以降を予定 

ホームページをご覧ください。●調布市ホームページ＞子育て・教育＞  

保育園・保育サービス＞認可保育園の申し込み（QRコード参照） 

④ 一次選考 令和４年１２月下旬以降予定 

「保育園等の利用調整について」（１６～１９ページ）に基づき一次選考を行い内定者を決定します。 

※選考結果は令和５年１月１３日（金）以降（予定）に電話又は文書で連絡いたします。 

 

⑤ 支給認定証交付（対象者のみ）令和４年１２月下旬～令和５年１月上旬頃発送予定 

保育施設を利用するに当たって，認定区分及び保育の必要量を認定し交付いたします。 

（４，５ページ参照） ※支給認定証は選考結果を示す通知ではありません。 

 

 

 

♪ 申込みから入園決定まで（流れ） ♪

♪  
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⑥-1 入園が内定した場合  
令和５年１月１３日（金）以降予定 

内定した園から面接・健康診断の日程を，電

話又は文書で連絡します。内定から入園までの

間に市外へ転出された場合，又は勤務状況が変

わった場合は内定を取り消します。 

⑦ 面接・健康診断  
保育園で面接・健康診断を受けていただきま

す。面接・健康診断の結果，集団保育が困難と

判断された場合には，入園できません。  

二次選考 令和５年２月１４日（火）以降予定 
一次選考以降に欠員が生じた場合，二次選考を行

います。内定した場合，園から面接・健康診断の連

絡をします。→⑥-1へ 

⑧ 入園決定・通園開始  
面接・健康診断等で集団保育が可能と認めら

れた場合は，入園決定となり，令和５年２月下

旬以降順次「利用承認決定通知書」を発送しま

す。 

育児休業中の方は，令和５年５月１日（月）

までに職場復帰し，復職後 2週間以内に「復

職証明書」を保育園に提出してください。「復

職証明書」は，利用承認決定通知書に同封しま

す。 

入園申込時と勤務状況が変わる（転職，契約

時間の変更等）場合は，原則として退園となり

ます。 

内定した児童が他の認可保育園，認可外保育

施設等に通園している場合は，入園までに退園

手続が必要となりますので，ご注意ください。 

 

０歳児クラス～２歳児クラスの保育料につい

ては，入園後に別途お知らせします。 

４月からの保育料の納入方法は口座振替で

す。「口座振替依頼書」で各金融機関にて手続

をお願いします。すでに兄弟姉妹が市内の認可

保育園に在園している場合は，新規入園の児童

の保育料も同じ口座から引き落とします。「口

座振替依頼書」は，入園が内定した保育園から

お渡しします。 

 

令和５年４月入園が利用不承認（待機）となった場合  
●入園申込書の有効期間 

令和６年３月入園選考まで 

その間，希望の保育園に欠員が生じた場合，選考の対象になります。 

●有効期間内に認可外保育施設等の利用を始めて復職した，転出により保育園入園の必要がなくなった，

新たに出産した等，家庭状況が変化した場合は，必ず必要書類をご提出ください。 

 

入園申込受付（二次申込み ）  

郵送（必着）又は申込受付専用ボックスへ投函 

令和４年１０月２６日（水）～ 

令和５年１月２３日（月） 

一次選考で利用不承認となった方は，そのまま二次

選考の対象になりますので，再申込みは不要です。希

望園等を変更する場合は，保育課に「申込事項変更

届」を提出してください。 

⑥-2  一次選考利用不承認決定通知発送  

令和５年１月１３日（金）以降予定 

一次選考で利用不承認（待機）となった方へ，利

用不承認決定通知書を発送します。ただし，申込児

童の出産予定で申込み，児童が令和５年２月４日

（土）以降に生まれた場合，令和５年４月入園の受

入年齢に満たないため，通知を発送しません。 

また，電話での問合せにはお答えできません。不

承認通知は，最初の１回のみ通知します。 

入園申込受付（三次申込み ）  
郵送（必着）又は申込受付専用ボックスへ投函 

令和５年１月２４日（火）～ 

令和５年３月３日（金） 

二次選考で利用不承認となった方は，そのまま三次

選考の対象になりますので，再申込みは不要です。希

望園等を変更する場合は，保育課に「申込事項変更

届」を提出してください。 

三次選考 令和５年３月１７日（金）以降予定 
二次選考以降，更に欠員が生じた場合に，三次選

考を行います。内定した場合，園から面接・健康診

断の連絡をします。→⑥-1へ 
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❷ 年度途中（令和５年５月以降）の入園を希望する場合 

 

   

 

② 利用調整会議（原則毎月１６日） 

（閉庁日の場合は直前の開庁日） 

「保育園等の利用調整について」（１６～

１９ページ参照）に基づき，利用調整指数等

の高い方から利用内定します。 

内定しなかった場合  

最初の選考会議後に文書でお知らせしま

す。利用不承認決定通知は，最初の１回のみ

通知します。また，初めて申込む児童には，

支給認定証を送付します。 

 

●保育利用申込書の有効期間 

令和６年３月入園の利用調整会議まで  

その間，ご希望の保育園に欠員が生じた場合，

利用調整の対象になります。 

 

●希望の保育園を変更・追加する場合等 

「申込事項変更届」を提出してください。 

 

●有効期間内に認可外保育施設等の利用を

開始して復職した，家庭状況や申込み内容

に変更が生じた等の場合 

⇒必ず保育課へ「申込事項変更届」を提出

してください。 

（例えば，育児休業取得後，認可外保育施設等

の利用を開始して職場復帰した場合は，「職場復

帰した日を記載した就労証明書」及び「保育受

託証明書」を添付して提出してください。） 

③ 入園が内定した場合  

内定した保育園から面接・健康診断の日程

を，お電話又は文書で連絡します。内定から

入園までの間に市外へ転出された場合，又は

勤務状況が変わった場合は内定を取り消し

ます。 

④ 面接・健康診断  

保育園で面接・健康診断を受けていただき

ます。面接・健康診断の結果，集団保育が困

難と判断された場合には，入園できません。 

⑤ 入園決定・登園開始  

面接・健康診断等で集団保育が可能と認められた場合は，入園決定となり，「利用承認決定通知

書」をお送りします。入園日は月の初日となります。月の途中からの入園はできません。保育料は，

入園した月の中旬に別途お知らせします。 

※調布市民として市内認可保育園に申込み，入園内定後，入園までの間に市外へ転出された場合，

年齢に関係なく原則内定取消しとなります。 

保育料の納入方法は口座振替です。「口座振替依頼書」で手続をお願いします。すでに兄弟姉妹

が市内の認可保育園に在園している場合は，新規入園の児童の保育料も同じ口座から引き落としま

す。「口座振替依頼書」は保育園を通じてお渡しします。 

 

① 入園申込受付（令和５年５月入園申込みから令和６年３月入園申込みまでは，出産予定の児童の

申込みは受付けません。） 

●申込期限 「年度途中における申込受付の期限について」（９ページ）でご確認ください 

●申込先  調布市保育課 
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★ 年度途中における申込受付の期限について 

年度途中の入園申込みの締切日は利用希望月の前月の１０日（必着）で
す。ただし，１０日が閉庁日の場合は直前の開庁日です。以下の申込締切
日をご確認のうえ申込みください。  
 

●  令和４年１１月～令和５年３月の入園申込受付期限  

入園希望月  申込締切日（必着）  

令和４年１１月１日  令和４年１０月  ７日（金）  

令和４年１２月１日  令和４年１１月１０日（木）  

令和５年  １月１日  令和４年１２月  ９日（金）  

令和５年  ２月１日  令和５年  １月１０日（火）  

令和５年  ３月１日  令和５年  ２月１０日（金）  

※令和４年度途中入園の申込みを令和５年度４月申込みと同一封筒で同時申込みする

場合は，必ず両年度の申込受付期限内での申込みが必要です。各年度の申込書類を

同一封筒で郵送又は申込受付専用ボックスへの投函によりご提出ください。  

なお，年度ごとに異なる申込書類等があります（１０～１２ページ参照）のでご注

意ください。  

●  令和５年５月～令和６年３月の入園申込受付期限  

 

入園希望月  申込締切日（必着）  

令和５年  ５月１日  令和５年  ４月１０日（月）  

令和５年  ６月１日  令和５年  ５月１０日（水）  

令和５年  ７月１日  令和５年  ６月  ９日（金）  

令和５年  ８月１日  令和５年  ７月１０日（月）  

令和５年  ９月１日  令和５年  ８月１０日（木）  

令和５年１０月１日  令和５年  ９月  ８日（金）  

令和５年１１月１日  令和５年１０月１０日（火）  

令和５年１２月１日  令和５年１１月１０日（金）  

令和６年  １月１日  令和５年１２月  ８日（金）  

令和６年  ２月１日  令和６年  １月１０日（水）  

令和６年  ３月１日  令和６年  ２月  ９日（金）  

 
    ※令和５年度内の申込から電子申請での受付開始を予定しています。  

     運用開始の際は市のHP・保育課窓口でお知らせします。  
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市内の保育園に入園を希望する場合，申込書類が揃わない場合には，利用調整上不利となりますの

で，ご注意ください。必要書類以外（嘆願書等）をご提出いただいても利用調整上考慮しません。 

また，勤務等の実態をより正確に把握するため，後日追加書類の提出をお願いすることがあります。 

ご提出いただいた書類はお返しできません。控えが必要な場合は，提出前にコピーをお取りください。  

 

➊ 調布市子どもの保育の利用申込書 

   新規申込みの場合：「利用」に〇印をつけてください。 

  転園申込みの場合：「利用に係る保育所等変更」に〇印をつけてください。 
 

➋ 家庭状況報告書：「署名欄」（父）（母）に必ず署名してください（不存在の場合を除く）。 
 

➌ 児童状況報告書  

♦疾病，発達の状況やアレルギーの状況について，実際と異なる記入があった場合や記載がなかった場

合，在園児の状況や施設の設備面などにより，園での受入れが困難となる場合や，退園となることが

あります。申込前に希望するすべての保育園へ，電話等で児童の様子を詳しく説明したうえで，受入

状況をご確認ください。確認未済の場合，保護者へ希望園への確認依頼や，希望園に対して申込状況

について情報提供を行う場合があります。 

♦出産予定の児童で，４月入園を希望する場合は，母子手帳のコピー（出産予定日記載ページ）を提出

してください。また，児童が生まれた後，児童状況報告書を提出してください（保育課窓口提出可）。 
 

➍ 保護者及び児童の同一世帯の方が保育できない状況などを証明する書類  

下表を参照いただき，該当する必要書類をご提出ください。保育できない状況などを証明する書類が

ない場合は，保護者の方が求職中として利用調整を行います。１８歳以上６５歳未満の同一世帯の方，

全員分が必要です。保護者以外に祖父母等同一世帯の方がいる場合は，ご注意ください。 
 

保護者の状況 必要書類 

(１)会社等で働いている場合 

（就労予定の場合は①のみ提出） 

            ※１ 

① 就労証明書（会社が記入。証明日が申込日から３か月以内のもの） 

②【入園希望月から遡って１年以内に勤務先の変更（転職）がある場合 

のみ】前職の就職日・退職日がわかる書類（離職証明書等。直近１年

間に勤務先が複数ある場合は全ての勤務先のもの）※2 

(２)自営業をしている場合 

 （内職も含む） 

① 就労証明書（№1～29 まで全て保護者が記入） 

② 納品書や領収書等，勤務実績がわかる書類のコピー（３か月分） 

③ 個人の令和３年分確定申告書（第 1・2 表）のコピー（新規開業又は

確定申告していない場合は，個人事業主の開廃業届出書，営業許可証

のいずれかのコピー又は上記②×１２か月分） 

(３)児童からみて３親等以内の親

族（両親，曾祖父母，叔父叔母

等）が経営している法人等で働

いている場合 

① 就労証明書（№1～29 まで全て保護者が記入） 

② 給与明細等，直近の勤務実績がわかる書類（３か月分） 

③ 個人の令和３年分確定申告書（第 1・2 表），令和３年分源泉徴収票

のいずれかのコピー又は上記②×１２か月分 

④ 【法人役員等の方のみ】法人の登記簿謄本のコピー 

♪ 入園申込時の必要書類 ♪ 

※１ 会社役員等で第三者の証明が得られない場合は（２）の書類提出が必要です。 

※２ 雇用先からの解雇や事業の廃業等の事情により前職の退職日・廃業日から１か月を超えて再就労した方は，保育課へ

連絡のうえ別途必要書類を提出してください。  
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(10)～(12)は，あてはまる場合にご提出ください。 
 

世帯の状況 必要書類 

(10)ひとり親家庭 

① 児童扶養手当，児童育成手当，ひとり親医療証のいずれかのコピー 

② 上記①が提出できない場合，戸籍謄本，離婚受理証のいずれかの原本 

③ 離婚調停中の場合は，事件係属証明書，調定期日通知書のいずれかのコピー 

(11)生活保護受給世帯 生活保護受給証明書 

(12)保育士・幼稚園教諭 保育士証又は幼稚園教諭免許状の写し 

 

➎ 令和５年度認可保育園入園申込確認票 
♦申込事項に係る重要事項となりますので，各項目の内容を必ず確認のうえ，記載及び署名欄に署名し

てください。1「入所申込みにおける確認事項」は全ての方が記入してください。それ以外の項目は該

当する申込みをする場合に記入してください。以下の記載内容は，利用調整上特に重要な項目のため，

必ず確認してください。 

♦2「兄弟姉妹で２人以上同時に申込みをする場合」 

申込児童ごとに他の兄弟姉妹の入園状況を踏まえた入園の意向を選択してください（指定された条

件で選考しますので必ず記入してください）。 

項目(1)で「同時に入園できない場合は，入園を希望しない」以外を選択した場合，兄弟姉妹のうち

1 人だけ内定することがあります。その場合も就労等の保育要件が必要となり，育児休業から復職で

きない等の場合は退園となります（入所中児童のみの転園内定時を除く）。 

兄弟姉妹ともに同時入園できなければ育児休業から復職できない等の場合は，「同時に入園できない

場合は入園を希望しない」を選択するか，１人だけ内定した場合も復職しなければならないことを理

解したうえで，「どの子が先でもよい」又は「〇〇から先でないと入園を希望しない」を選択すること

になります（後者の場合，入園できなかった児童は別途預かり先等を確保して入園できるまで待つこ

とになります）。 

項目(2)(3)で，同時に申請する兄弟姉妹のどちらかが既に市内認可保育施設に在園している場合（転

園）の詳細条件がある場合や，「別園となっても入園を希望する」を選択する場合で別園の詳細条件が

ある場合等は，余白に詳細を記入するか別紙を添付してください。 

♦5「育児休業取得中（予定含む）の場合」 

項目(2)「育児休業延長のための申請ですか」で「はい」に☑をつけた場合，入所希望月の属する年度

内の利用調整において，指数に関わらず順位が最下位になります（次年度以降の申込みには影響しま

せん）。本項目に☑をして申込後，年度途中の特定の希望月から通常の選考を希望する場合は，申込事

項変更届を提出してください。 

保護者の状況 必要書類 

(４)病気や心身の障害がある場合 
診断書原本（氏名，診断名，療養期間の記載があるもの。証明日が申込日

から３か月以内のもの）又は障害者手帳等のコピー 

(５)介護・看護を行っている場合 

① タイムスケジュール表 

② 介護・看護対象者の通院頻度と場所の記載された診断書原本， 

介護保険証，障害者手帳，ケアプランのいずれかのコピー 

(６)学生の場合 在学証明書（証明日が申込日から３か月以内のもの） 

(７)母親が出産予定の場合 母子健康手帳（出産予定日のわかるページのコピー） 

(８)求職中の場合 保育できない状況等を証明する書類は不要です。 

(９)災害復旧をしている場合 
① 災害復旧状況等申告書・タイムスケジュール表 

② 罹災者に対する証明等の発行書類（罹災・被災証明書等） 
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➏ 調布市子どものための教育・保育給付認定申請書 

♦平成２９年度から令和４年度までに入園申込みをしている児童は不要です。 

♦調布市外在住の方で調布市の申込みをする場合は不要です。調布市に転入予定の場合は，調布市に

転入時にご提出ください（保育課窓口提出可）。 

♦出産予定の児童で，４月入園を希望する場合は，児童が生まれた後，調布市子どものための教育・

保育給付認定申請書をご提出ください（保育課窓口提出可）。 

 

➐ 令和４年度（令和 3 年分）住民税課税証明書又は非課税証明書 
♦父母分。合計所得や控除等の記載があるもの。令和４年１月１日に調布市に住民登録があり，令和４

年度市民税・都民税額が調布市で決定されている方は提出不要です（未申告の方は，市民税申告をし

ていただく必要があります。所得額の確認がとれない世帯は，利用調整上不利になります（19 ページ

参照）。）。 

♦令和４年１月１日に国外に居住していた方は，保育園入園用所得申告書を令和３年分（令和３年１月

１日～令和３年１２月３１日）の所得等が分かる資料とともに提出してください。保育園入園用所得

申告書は調布市ホームページから印刷できます。 

 

（以下は保護者等の状況により該当する場合に提出してください） 
 
➑ 保育受託証明書（証明日が申込日から３か月以内のもの） 
♦児童を有償の認可外保育施設等（認証保育所，家庭福祉員，企業内保育所，年度限定型保育等）に月

ぎめ契約で預けている方は提出してください。 

 ♦在園期間中に，保護者の保育要件（就労，心身障害，疾病，介護・看護，災害復旧又は通学等）が複 

数ある場合は，各継続期間が分かる書類（❹の必要書類参照）を全て提出してください。 

なお，１か月を超えて継続していない期間がある場合は，継続する期間として認めることができま

せんのでご注意ください。 

 
 

➒ 誓約書，転入先と転入時期が確認できる書類（建物の賃貸借契約書，売買契約書，工

事請負契約書等のコピー） 

♦調布市内へ転入予定があり，調布市内の保育園等の利用を希望する場合は，現在お住まいの市区町村

の認可保育園入園担当課に調布市様式の申込書類一式を提出してください（１４～１５ページ参照） 

♦申込書類に誓約書（調布市様式）及び転入先住所と転入時期（引き渡し日）が確認できる書類（建物

の賃貸借契約書，売買契約書，工事請負契約書等のコピー）を添付してください。親族との同居等で

上記書類が提出できない場合は，住宅の所有者が同居を認めることの記載がある同意書（任意様式）

を添付してください。誓約書（調布市様式）は調布市ホームページから印刷できます。 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

●申込書類の作成に当たって・・・ 
 
♦兄弟分を同時申込みする場合は，児童毎に申込書類を作成後，同一封筒に封入してください。 

同一封筒での同時申込時に限り，➍「保護者及び児童の同一世帯の方が保育できない状況などを

証明する書類」，➐「令和４年度（令和３年分）住民税課税証明書」，➒「誓約書，転入先と転入

時期が確認できる書類」については，一方の申込分はコピーでも受け付けます。 

下のお子さまに原本，上のお子さまの分はコピーしたものを添付して，お申込みください。 
 
♦令和４年度途中入園の申込みも同時に行う場合，➊「調布市子どもの保育の利用申込書」，➎「認

可保育園入園申込確認票」の各書類は，令和４年度様式で作成してください（調布市ホームペー

ジで取得できます）。それ以外の書類は令和５年度４月入園申込用書類のコピーでも受付けます。 

なお，令和４年度申込みには，➐は「令和３年度（令和２年分）住民税課税証明書」の添付が必要

です。 

同時申込みの際は，必ず締切が早い方の申込受付期限内に間に合うように提出してください。 
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