
 

♪ 申込中の家庭状況の変更について ♪ 

申込有効期間内に以下のような変更があった場合は，必ず各月の入園申込締切日までに該当の書類を 

ご提出ください。 

世帯の状況は申込時から入園希望月以降も継続しているものとして利用調整します。そのため，内定から 

入園までの間に勤務先・勤務条件の変更や妊娠・出産等で利用調整指数が変わった場合は内定取消となります。

また，入園後に判明した場合は，原則として退園となります 

※調布市民として調布市の認可保育園に申込み，入園内定された後，入園までの間に市外へ転出した場合， 

原則内定取消しとなります。 

変更事項例 提出書類 

保護者の勤務状況（転職した，復職した，求職中か

ら就労（内定）した，就労内定から実際に勤務を開

始した，勤務先や勤務時間・日数が変わった） 

保育利用申込事項変更届，入園申込時の必要書類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」

（１０～１１ページ参照）のうち，該当する書類 

保護者が退職した 保育利用申込事項変更届，退職日の分かる書類 

家庭状況（結婚した，同居家族の増減） 保育利用申込事項変更届 

離婚した 保育利用申込事項変更届，離婚受理証のコピー 

離婚調停している 保育利用申込事項変更届，事件係属証明書，調定期日通知書等

のコピー 

育児休業から復職して，申込児童が認可外保育施設

を月ぎめ 160時間以上利用している 

復職日の書かれた就労証明書，保育受託証明書 

入園や転園の意思がなくなった 保育所入所内定辞退・入所（転所）申請取下届 

希望園の追加，希望順位変更，住所・電話番号 保育利用申込事項変更届 

♪ 産休・育休・求職中の申込み取扱いについて ♪ 

 入園時点で育児休業中（※１）や産休中，求職活動中の保護者の方については，曜日に関わらず，育児

休業中の方は入園後１か月以内に復職，産休中の方は産休期間終了後翌月 1日付までに復職（入園した児

童を申込時から入園前まで月ぎめで契約している認可外保育施設等に預けていた場合（※２）は産休期間終

了後に育児休業を取得することなく復職），求職活動中の方は入園月を含む３か月以内に月４８時間以上の

就労を開始し，その後それぞれ復職証明書，就労証明書を提出していただきます。この要件を満たさない場

合は原則として退園となります。 

※１「育児・介護休業法」に規定される児童に関する休業をさします。 

※２ 利用調整指数の「2 保育園等の利用の調整指数表（第２表）」の項目４，5の加点対象又は「3 利用調整

指数の数値が同位の世帯の優先順位表（第３表）」の項目４の優先対象に該当している場合（１７ページ参照）。 

例 ４月１日に入園した場合において 

入園日 保護者の状況 復職日 

４月１日 

入園日時点で育児休業中 
５月１日付までに復職（入園月の

翌月１日付までに復職） 

入園日時点

で産休中 

５月２日に産休期間終了 
６月１日付までに復職（産休期間

終了後翌月１日付までに復職） 

児童を認可保育園に入園するまで月ぎ

め契約の認可外保育施設等に預けてお

り，４月１０日に産休期間終了 

４月１１日付までに復職（産休期

間終了後に育児休業を取得する

ことなく復職） 

入園日時点で求職中 
７月１日付までに就職（入所後３

か月以内に就職） 
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♪ 転園申込，市外からの申込等について ♪ 

 

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)  

申 込 先 調布市保育課 

申込み期限 入園申込期限と同じ（６～９ページ参照） 

必 要 書 類 入園申込時の必要書類（１０ページ以降参照）の必要書類➊～➎を用意して

ください。 

 ※必要書類➊は，「利用に係る保育所等変更申込書」に〇印をつけてください。 

※転園が内定した時点で，現在通園されている保育園には別の児童が内定するため，ど

のような理由があっても元の園に戻ることはできません。 

※転園申請を取下げる場合は，必ず「保育所入所申請の取下書」をご提出ください。 

※必要書類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」につい

て，調布市保育課に提出していない場合は，提出が必要です。 

 

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 

調布市が受付し，調布市から利用を希望する市区町村へ申込書類を送付します。事前に

申込条件，必要書類，申込締切日を入園希望先の市区町村にお問い合せください。 

申 込 先 原則，調布市保育課 

必 要 書 類 利用を希望する市区町村が指定する必要書類 

※利用を希望する市区町村が指定する様式をご利用ください。 

※市区町村によって申込可能なクラス年齢や必要書類が異なるため，必ず事前に必要書

類を確認してください。 

申込み期限 利用を希望する市区町村の申込締切日のおおむね１５日前 

市区町村によって締切日が異なります。申込みをしたい市区町村に締切日及 

び必要書類をご確認ください。なお，申込書類の送付には期間を要しますので，

おおむね締切日の１５日前までの申込みをお願いします。 

 ※入園希望先の市区町村へ転出予定で申込む場合，調布市民としての市内保育園の申込

みはできません（３歳児（４月二次募集以降）・４，５歳児を除く。）。 

※転出予定で申込みをされた方は，住民票の異動と同時に転出先の市区町村の保育園担

当部署にて再度入園の申込みを必ず行ってください。 

 

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 

お住まいの市区町村で受付し，当該市区町村が調布市へ申込書類を送付します。 

申 込 先 現在お住まいの市区町村の認可保育園入園担当課 

必 要 書 類 調布市が指定する入園申込時の必要書類（１０ページ以降参照） 

※原則として調布市が指定する必要書類（調布市様式）での受付となりますが，お住ま

いの市区町村の様式でも受け付けます（他市区町村様式に調布市申込に必要な情報が

無い場合は，選考で不利になる場合もあります）。 

※必要書類➏「調布市子どものための教育・保育給付認定申請書」は調布市に転入時に

ご提出ください（保育課窓口提出可）。 
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※調布市内へ転入予定がある場合，「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（賃貸・建物の売買契約書等のコピー）を申込書に

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。 

なお，４月申込受付期限までに転入時期（引き渡し日）が確認できる書類（賃貸・建

物の売買契約書等のコピー）を用意できない場合は，必ず令和５年３月３１日（金）

までに調布市保育課にご提出ください。 

※転入前に仕事を辞め，調布市に転入後の「保育できない状況などを証明する書類」が

ない場合は，求職活動中とみなし利用調整を行います。 

※転入後も以前の勤務を継続する場合は就労証明書（現在の勤務先が証明するもの），転

入前に退職するが，転入後内定が出ている場合は就労証明書２通（（現在の勤務先で，

退職予定日が記載されたもの）と（転入後内定がでている勤務先で，入園希望月の１

日からの勤務開始予定日が記載されたもの））をご提出ください。 

※すでに調布市外の認可保育園等を育児休業中で利用している場合も，調布市の認可保

育園に入園後１か月以内に復職が必要です（１３ページ参照）。 

 

申込期限 お住まいの市区町村からの申込書の到着が調布市の申込期限（６～９ページ参 

照）に間に合うように余裕をもってお申込みください。 

※調布市に転入時に，住民票の異動と同時に再度申込書等の提出が必要です。転入後，

調布市保育課での手続がない場合，申込みは無効となります（保育課窓口提出可）。 

※調布市内へ転入の予定がない方は，０歳児クラス～２歳児クラス，３歳児クラス（４

月一次募集）を申込むことはできません。また，転入予定での入園可能月は，原則，

調布市へ転入した日の属する月の翌月です。転入前の月からの入園申込みはできませ

ん。 

※３歳児クラス～５歳児クラスは，転入予定がない方でも申込みができます。ただし，

３歳児クラスは４月二次募集以降の申込みに限ります。 

  

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 

調布市民としては退園となりますが，転出先市区町村窓口に継続通園可能かを確認して

いただいたうえで手続をすれば，転出後の市区町村の住民として継続通園が可能です。 

退園手続 原則転出する月の１５日までに，現在通園している保育園に「調布市子どもの

保育の利用に係る利用休止・終了届出書」をご提出ください。その際「引き続

き通園を希望する」の欄に○をつけてください。 

継続手続 転出後，転出先市区町村の窓口で，必ず継続通園の手続を行ってください。転

出後手続がされない場合，継続通園できない場合があります。 

利用者負担額（保育料）の金額，支払方法が市区町村によって変更になる場合

がありますので，確認してください。 
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１　保育園等の利用の基準指数表　（ 「第１表」といいます。　）

類型 項目

1 不存在 不存在 30

30

27

25

入院 30

30

27

25

4 出産 出産 21

30

28

26

24

22

20

18

16

10

28

26

24

22

20

18

16

14

8

22

14

8

22

18

14

10

6

30

25

20

30

25

20

8 災害 災害 30

技能習得 28

通学 26

その他 22

10
 通学等
 内定

 通学等
 内定

22

11 求職 求職 5

国・都・市町村設置の職業訓練施設若しくはこれに準ずる技能施設に利用希望月から通所し，
又は学校教育法に定める学校等に利用希望月から通学することが内定している場合

（備考第1表につい
ての第４項を参照
してください。）

週24時間以上の就労を常態としている場合

週21時間以上の就労を常態としている場合

週28時間以上の就労を常態としている場合

自宅療養

入院，施設通所等のため，日中に付添いが4時間以上必要で週3日以上である場合

疾病3

心身
障害

2

おおむね１か月以上入院し，又は入院を予定する場合

居宅

常時病臥の状態又は重度の精神性疾患若しくは重度の感染症疾患に罹患している場合

常時安静の状態又は精神性疾患若しくは感染症疾患に罹患している場合

身障手帳3級，愛の手帳等4度又は保健福祉手帳3級である場合

身障手帳4級である場合

要介護3･4･5，身障手帳1･2級，愛の手帳等1･2度又は保健福祉手帳1･2級の者を常時介護し
ている場合

身障手帳3級，愛の手帳等3･4度又は保健福祉手帳3級の者を介護している場合

6
就労
内定

就労内定

利用希望月から週40時間以上の就労を予定している場合

利用希望月から週35時間以上の就労を予定している場合

入院，施設通所等のため，日中に付添いが常時必要で週5日以上である場合

利用希望月から週12時間以上の就労を予定している場合

病院等
付添い

利用希望月から週30時間以上の就労を予定している場合

自営中心者以外

内　　職

週32時間以上の就労を常態としている場合

週12時間以上の就労を常態としている場合

週21時間以上の就労を常態としている場合

週32時間以上の就労を常態としている場合

週30時間以上の就労を常態としている場合

週28時間以上の就労を常態としている場合

週24時間以上の就労を常態としている場合

その他保育園等の利用の必要性が認められる場合

出産の前後で休養を必要とするため保育ができない場合

利用希望月から週24時間以上の就労を予定している場合

心身障害

細　　　　　　　　　　　　　　　　　目

上記以外で保育園等の利用の必要性が認められる場合

身障手帳1･2級，愛の手帳等1･2･3度又は保健福祉手帳1･2級である場合

週32時間以上の就労を常態としている場合

週30時間以上の就労を常態としている場合

週35時間以上の就労を常態としている場合

死亡し，離別し，行方不明となり，又は拘禁されている場合

国・都・市町村設置の職業訓練施設又はこれに準ずる技能施設に通所している場合

学校教育法に定める学校等に通学するため，日中の外出を常態としている場合

その他通学等の態様から保育園等の利用の必要性が認められる場合

　利用調整とは，保育園や家庭的保育事業（以下「保育園等」といいます。）の利用の申込み数が，各保育園等の年齢別の利用
定員を上回った場合に，その児童のおかれている状況等を勘案して定員に収まるように調整するものです。以下にその基準等に
ついて記載してありますので，よくお読みになってからお申込みください。

週40時間以上の就労を常態としている場合

週37.5時間以上の就労を常態としている場合

基準指数

週35時間以上の就労を常態としている場合

類型
番号

父　　　母　　　の　　　状　　　況

就労5

求職活動（起業準備を含む。）のため日中外出を常態とする場合

7
 介護・
 看護

その他保育園等の利用の必要性が認められる場合

通学等9

火災等による自宅の損傷その他災害復旧のため保育園等の利用を必要とする場合

週21時間以上の就労を常態としている場合

週12時間以上の就労を常態としている場合

外　　勤

自営中心者

（備考第1表につい
ての第３項又は第
４項を参照してく
ださい。）

週40時間以上の就労を常態としている場合

週37.5時間以上の就労を常態としている場合

週12時間以上の就労を常態としている場合

♪ 保育園等の利用調整について ♪
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２　保育園等の利用の調整指数表　（ 「第２表」といいます。）

類型
番号

調整
指数

1 20

2 10

3 15

4 2

5 1

6 4

7 2

8 １

9 22～２

10 -1

11 -5

12
-５～
　-20

３　利用調整指数の数値が同位の世帯の優先順位表　（ 「第３表」といいます。）

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4 　類型番号５「就労」の項目における「自営中心者」の項目は，法人等の経営者（登記簿謄本・個人事業主の
開廃業等届出書・営業許可証等で経営者又は事業主であることが確認できる人をいいます。以下同じです。）
及び経営者ではないが就労対価を得て就労している人をいいます。
　同じく「就労」における「自営中心者以外」は，法人等で就労しているが，類型番号５の「外勤」及び「自
営中心者」に該当しない人をいいます。なお，「自営中心者」「自営中心者以外」において企業独自の休業を
取得中の場合は，類型番号１１の「求職」と同じ扱いとします。

　類型番号４の「出産」の項目は，出産した乳児の保育のために申込児童の保育ができないことをいい，「出
産の前後」とは出産予定月（出産月）及びその前後各２か月（原則５か月）をいいます。

兄弟姉妹等で異なる保育園等を利用中で，そのいずれかの保育園等に転園を希望している場合

保育園等の利用を辞退した児童（辞退した年度中のみ対象とします。）である場合

指定された提出期限までに申込児童の保育園等の利用に係る必要書類が全て提出されている場合

兄弟姉妹等が利用中のいずれかの保育園等と同じ保育園等の利用を新たに希望している場合又は新たに
兄弟姉妹等で同時に同じ保育園等の利用を希望している場合

保育園等の利用を希望する年度の前々年度の１月１日の時点で，市内に申込児童の住所がある場合

同じ世帯に申込児童の保育を担当できる65歳未満の祖父母又は同居者がいる場合

　類型番号５の「外勤」の項目は，法人等に雇用され，就労している場合をいいますが，その法人等が申込児
童の３親等（曽祖父母，叔父叔母等）以内の親族が経営している法人等であるとき，就労時間に対して妥当な
給与等（就労地域の最低賃金額以上の額をいいます。以下「就労対価」といいます。）を支給されていないと
きを除きます。

　基準指数の上限は，父母それぞれ３０です。同じ類型番号で同じ項目の基準指数は合算（※）できますが，
３０を超えることはできません。類型番号１の不存在の場合は，その父又は母で３０です。
　※　類型番号２，７，９の各項目内の合算方法は，該当する細目（行）の基準指数欄の数値を合算した数値
　　を基準指数とし，類型番号５，６の各項目内の合算方法は，各就労先における週の就労時間数を合算し，
　　その合算した就労時間数に該当する細目（行）の基準指数とします。
　　　また，「週」以外の単位をもって就労している場合は，週の就労時間数に換算して算定します。

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，又は就労を予定してい
る場合

世　　　　帯　　　　等　　　　の　　　　状　　　　況

ひとり親家庭等である場合

基準指数が高い場合

父母ともに就労，心身障害，疾病，介護・看護，災害復旧又は通学等のいずれかが継続していて，申込
児童が月ぎめで契約して有償の認可外保育施設等を利用している場合

備　考                                        第１表について

児童虐待の防止及び予防又は自立促進のために特別な支援が必要と認められる場合

利用希望月の６か月以上１年未満前から父母ともに就労，心身障害，疾病，介護・看護，災害復
旧又は通学等のいずれかが継続していて，同時に申込児童が，毎月160時間以上有償の認可外
保育施設等を利用することを月ぎめで契約し，かつ，利用している場合

こんぺいとう保育園及びたんぽぽの卒園予定児童である場合

利用希望月において市内に申込児童の住所がある場合（転入予定であることが確実である場合を含みま
す。）

利用希望月の1年以上前から父母ともに就労，心身障害，疾病，介護・看護，災害復旧又は通学
等のいずれかが継続していて，同時に保育園等の利用の申込みをした児童（「申込児童」といい
ます。）が，毎月160時間以上有償の認可外保育施設等を利用することを月ぎめで契約し，か
つ，利用している場合

第１表の同じ類型番号で項目を異にする基準指数が２箇所以上あり，そのうちの主たる基準指数
の数値が３０を下回る場合

生活保護受給世帯である場合

申込児童又はその兄弟姉妹等の保育料（既に保育園等の利用を終了した兄弟姉妹等の利用期間中
の保育料を含みます。）を３か月分以上滞納している場合
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　表中の第1項及び第２項は重複して適用しません。また，転園を申し込む場合には，第1項から第3項まで
のいずれも適用しません。

　「身障手帳」とは身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳を，「愛の手帳等」とは東京都が発行する愛の
手帳又は他の道府県などが発行する療育手帳を，「保健福祉手帳」とは精神保健及び精神障害者福祉に関する
法律に基づく精神障害者保健福祉手帳をいいます。この場合に，療育手帳に記載されている障害の程度は，愛
の手帳における障害の程度に読み替えて判断します。

　表中の第４項又は第５項の加点の具体例は，申込児童が令和4年4月1日以前（第４項）又は令和4年4月
2日から令和4年10月1日までの間の日（第５項）から有償の認可外保育施設等を月ぎめで契約して毎月
160時間以上利用（一時預かりを除きます。）していて，令和4年4月1日（第４項）又は令和4年10月
１日まで（第５項）に就労を開始している場合や育児休業中（産休中は就労中とみなします）の人が令和4
年5月1日(第４項）又は令和4年11月1日まで（第５項）に復職している場合等を指します。
　また，「就労，心身障害，疾病，介護・看護，災害復旧又は通学等のいずれかが継続していて」とは，
それぞれ第１表の類型番号５，２，３，７，８，９のいずれかの状況が継続していることをいいます。

　表中の第４項又は第５項の加点について，令和4年4月2日以後（第４項）又は令和4年10月2日以後
（第５項）に就労先を変更し，１か月以内に就労を開始した場合には，前職の就職日及び退職日がわかる書
類（源泉徴収票，離職証明書等）を提出してください。
　就労先の変更後，１か月を超えて就労していない期間がある場合は，継続した就労と認めることができま
せんのでご注意ください（会社都合等やむを得ない事情によることを証明した場合を除きます）。
　心身障害，疾病，介護・看護，災害復旧及び通学等のいずれかが継続している場合は，各継続期間が分か
る書類（障害者手帳のコピー，療養期間の記載のある診断書，災害復旧状況等申告書，在学期間の分かる在
学証明書等）を提出してください。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。

　表中の第11項の「辞退」には，会社都合等やむを得ない事情によることを証明した場合を除きます。

　就労（勤務）時間は，休憩時間（１日当たり１時間30分以内）を含みます。

　表中の第６項の適用に当たって，保育園等の利用を希望する年度の前々年度の１月１日時点で申込児童が生
まれてないなどの理由により申込児童の住所がない場合は，「申込児童」を「申込児童の母又は父」と読み替
えて適用します。

　保育士又は幼稚園教諭として勤務実態（予定を含む）がある方に限ります。

　類型番号５における週12時間未満の就労は，類型番号11の「求職」と同位（同じ数値をいいます。以下同
じです。）とみなします。

                                       第３表について

　表中の第３項は，利用調整指数が同位の場合に，その利用調整指数を構成する基準指数の数値が高い世帯の
申込児童が優先されます。

　表中の第１項の「保育園等の利用に係る必要書類」には，保育料算定のみに必要な書類は除きます。

　類型番号７の「介護・看護」の項目は，申込児童の３親等以内の親族の入院又は自宅療養に伴う介護又は看
護が必要なため，申込児童の保育ができない場合をいいます。

　表中の第９項は，第１表において同じ類型番号で項目を異にする2つ以上の基準指数があり，そのうちの基
準指数の数値が最も高い基準指数を「主たる基準指数」とし，主たる基準指数以外の基準指数を「従たる基準
指数」とします。
　主たる基準指数の数値が基準指数の上限である30に満たない場合は，従たる基準指数の数値を調整指数と
しますが，30からその主たる基準指数の数値を差し引いた後の数値を上限として従たる基準指数の数値が調
整指数となります。

　類型番号６の就労内定及び類型番号10の通学等内定並びに第2表の第4項及び第5項並びに第３表の第２項
の「利用希望月」とは，保育園等の利用の開始を希望する日の属する月の初日をいいます。

　表中の第1項及び以下において「ひとり親家庭等」とは，戸籍謄本等によりひとり親であること（離婚調停
中である場合を含みます。）が確認できる状況にある場合又は父母のいずれもがいない場合をいい，父母が
単に別居中である場合並びに同じ世帯に保育を担当できる65歳未満の祖父母がいる場合を除きます。また，
同じ世帯に保育を担当できる同居者がいる場合で児童扶養手当の支給対象外であるときも除きます。

　類型番号９の「通学等」において休学中の場合は，類型番号10の「通学等内定」の場合と同じ扱いとしま
す。

　就労時間の証明のための「就労証明書」の就労時間数と直近の勤務日数による就労実績（内容）に差がある
場合は，就労実績に基づいて選考します。

                                       第２表について

　以下の説明文及び「優先順位の判断について」中の「世帯」とは，申込児童の父母並びに住居及び生計を
共にする者の集まりをいいます。
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①

②

　前記項目11までによっても，なお優先順位の判断ができない場合は次の①及び②を判断できるま
で順次確認し，優先順位を判断・決定します。

　第３表の第３項の確認で判断できない場合は，第４項から第６項までを順次確認し，優先順位を
判断します。

第 1 段 階

　前記項目10までの確認で判断できないときは，世帯構成員（父母及び申込児童と同じ世帯である
人をいいます。以下同じ。）１人当たりの所得の額（父母の前項に掲げる合計所得金額の合計額を
当該世帯構成員の人数で割って得た所得の額をいいます。）の多少により，少ない世帯の申込児童
が優先されます。

　前記項目９までの確認で判断できないときは，父母の前年度の住民税における合計所得金額（地
方税法（昭和25年法律第226号）第292条第１項第13号に規定する合計所得金額をいいます。
以下同じ。）が確認できる世帯の申込児童が優先されます。

　申込数が，希望する保育園等の年齢ごとの利用定員を超えた場合は，「保育園等を利用することの必要性」を
指数化し，申し込まれた方々の利用調整指数等を比較して，保育園等の利用の必要性の高い順に保育園等の利
用の順位が決まります。
　例えば，第１希望のＡさんの世帯より第６希望で申し込まれたＢさんの世帯のほうが利用調整指数等が高い場
合には，第６希望であっても利用調整指数等が高いＢさんの世帯が優先利用となります。
　保育園等の利用の優先順位は，以下の３段階までの各項目を検討の過程で優先順位を判断します。

　　　　　　　　　　　　 優先順位の判断について

　第3表の第６項までの確認で判断できないときは，第１表の類型番号１．２．３．４．５(外勤・
自営）．５（内職）．６．７．８．９．10．11の順で基準指数の高い世帯の申込児童が優先され
ます。

　第３表の第１項の確認で判断できない場合は，第２項を確認します。

　父母の就労状況（保育園等の利用の必要性の高い状況にあると認められる世帯の申込児童が優
先）

　第１段階で判断できない場合は，利用調整指数に第３表の「優先順位」を加えた利用調整指数等
を確認します。

　確認は，第３表の第１項から第6項に向けて順次確認（優先が確認された場合はその項目で終了
します。）し，判断します。

　第３表の第３項の確認では，利用調整指数は同位でも，その利用調整指数を構成する基準指数の
高い世帯の申込児童が優先されます。

　利用調整指数（基準指数と調整指数の合計。以下同じです。）が高い世帯の申込児童が優先さ
れます。

　申込児童の父母の第１表の「基準指数」と申込児童の世帯の第２表の「調整指数」を確認しま
す。

　同じ世帯である児童の人数（児童数の多い世帯の申込児童が優先）その他の同じ世帯である児
童の状況

第 ２ 段 階

第 3 段 階

　前記項目８までの確認で判断できないときは，父母（ひとり親家庭等又は第１表類型番号１に該
当する場合は，父か母）に１年以上継続した就労実績（就労先が複数ある場合は，いずれの就労先
においても１年以上継続した就労実績を必要とします。）がある世帯の申込児童が優先されます。
就労先を変更し，１か月以内に就労を開始した場合には，前職の就職日及び退職日がわかる書類
（源泉徴収票，離職証明書等）を提出してください。就労先の変更後，１か月を超えて就労してい
ない期間がある場合は，継続した就労と認めることができませんのでご注意ください（会社都合等
やむを得ない事情によることを証明した場合を除きます）。

父母の基準指数（第１表）+調整
指数（第２表）に基づき選考

第１段階

決 定

未決定（同位の
場合）

優先順位の規定（第３表等）
に基づき利用調整

第２段階⇒第３段階

決 定

父母の基準指数（第１表）+調整
指数（第２表）に基づき選考

第１段階

決 定

未決定（同位の
場合）

優先順位の規定（第３表等）
に基づき利用調整

第２段階⇒第３段階

決 定
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♪ 入園後の手続等について ♪ 

 

１ 在園児の保育園継続要件（入園後にご家庭の状況が変わった場合） 

保育園は，保育を必要とする児童をお預かりする施設です。そのため，入園後も家庭で保育ができ

ない状況が続いていることが必要です。入園後，保護者や児童の状況に変化が生じたときは，すみや

かに保育園へ調布市子どもの保育の利用に係る異動届出書（以下「異動届出書」という。）や調布市子

どもの保育の利用に係る利用休止・終了届出書（以下「利用休止・終了届出書」という。）と，家庭状

況の変更に伴う書類をご提出ください。 

 

変更事項例 提出書類 

勤務先が変わる場合 

（退職や転職，勤務形態・勤務時間が変

更になる場合を含む） 

○会社等に勤務している方 

①異動届出書 ②就労証明書 

※退職した場合は，退職日の分かる書類（離職票等） 

○自営業の方 

①異動届出書 ②就労証明書 

③登記簿謄本，開廃業届出書，営業許可書等のコピー 

出産予定がある場合 
①異動届出書 ②母子手帳の出産予定日のわかるページ

のコピー（産休取得前に提出してください。） 

育児休業，短時間勤務を取得する場合 
①異動届出書 ②取得期間の書かれた就労証明書 

（制度取得前に提出してください。） 

勤務先の住所変更や異動，市内転居，氏

名変更，その他家族や同居人等に変化が

あった場合 

①異動届出書 

※別途添付書類が必要な場合があります。 

市外に転居する場合 

①利用休止・終了届出書 

※市外に転出後も，在園していた調布市内の保育園に引

き続き通園する場合には，転出先市区町村で申込手続が

必要となります。 

  

●ご注意● 

※入園後は申請時と同じ雇用契約（勤務先及び勤務時間）での勤務を継続していただきます。正当な

理由なく，勤務時間の変更などがあった場合は，原則として退園となります。 

※勤務先を変更しているにもかかわらず，届出がなかった場合も原則として退園となります。 

上の児童が認可保育園在園中に，保護者が新たに下の児童の育児休業を取得したり，離職したりした

場合，保育の必要量認定（５ページ「保育の必要量の認定」参照）と在園可能な期間（３ページ「保育

園の在園期間」参照）が変わります。 
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在園中に新たな育児休業を取得する場合について 

上の児童（例：第１子）が認可保育園に在園中，新たに下の児童（例：第２子）の育児休業に入ら

れた場合，上の児童（第１子）の保育の利用の必要量は，保育短時間認定（午前８時３０分～午後４

時３０分の保育を必要とする時間）に変更となり，保育料も保育短時間の金額に変更されます。 

なお，この場合の在園は，下の児童（第２子）が１歳の誕生日を迎える年度の翌年度の４月30日

（例：令和４年７月に下の児童（第２子）が産まれた場合，１歳の誕生日を迎えた令和５年度の翌年

度の４月30日＝令和６年４月30日）まで可能です。それ以降も育児休業を取得する場合は，上の

児童（第１子）は一度退園となります。 ただし，下の児童（第２子）の認可保育園の入園申込みを

したが，待機の状態が続いている場合を除きます。 

下の児童（第２子）の出産後，退職された場合，上の児童（第１子）は下の児童（第２子）が生ま

れた月を含めて３か月間は在園可能です。それ以降は，3か月以内に月４８時間以上の勤務を開始さ

れない限り，退園となります。 

 

求職活動中の取扱いについて 

   在園中に保護者が離職し，求職活動中となった場合の在園期間は，離職後翌日から３か月間です。

それまでに，月４８時間以上の新たな就労が確認できない場合は，退園となります。また，求職活動

中の保育必要量は，保育短時間認定（午前８時３０分～午後４時３０分の保育を必要とする時間）と

なり，保育料も保育短時間の金額に変更されます。 

   離職した場合は，必ず保育園に届出をしてください。届出をせずに在園を続けたことが判明した場

合，原則として退園となります。 
 

２ 休園について 

１か月以上保育園を休む（休園）場合は，利用休止・終了届出書を保育園にご提出ください。休園は，

最長３か月です。休園中も通園中と同様の保育料及び給食費がかかります。３か月を超えて休園する場

合は，原則として退園となります。再入園をご希望の場合は，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。 

 

３ 退園について 

保育園を退園する場合は，退園される１５日前までに利用休止・終了届出書を保育園にご提出くださ

い。なお，未就労等，保育園利用の要件を満たさなくなった場合は，原則として退園となります。 

 

４ 現況届出書の提出について 

認可保育園に通園している方については，子ども・子育て支援法に基づき，毎年，現況届出書の提出

が必要です。提出された現況届出書により，保育を必要とする事由(就労等)に該当しているか，世帯状

況に変化がないかなどを確認します。提出書類は，夏頃，通園している園から配付します。期限までに

必要な書類の提出がない場合は，保育の必要性が判断できないため，退園となる可能性があります。 
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第 ３ 子 第 ３ 子
以 降 以 降

Ａ 円 円 円

階 標準時間 0 0 0
層 短時間 0 0 0
B 市民税非課税世帯
階 標準時間 0 0 0
層 短時間 0 0 0
Ｃ 均等割のみ課税世帯
階 標準時間 3,000 1,500 0
層 短時間 2,900 1,450 0

標準時間 3,700 1,850 0
短時間 3,600 1,800 0
標準時間 4,400 2,200 0
短時間 4,300 2,150 0
標準時間 6,400 3,200 0
短時間 6,300 3,150 0
標準時間 8,400 4,200 0
短時間 8,300 4,150 0
標準時間 10,500 5,250 0
短時間 10,400 5,200 0
標準時間 12,500 6,250 0
短時間 12,400 6,200 0
標準時間 14,600 7,300 0
短時間 14,400 7,200 0
標準時間 16,800 8,400 0
短時間 16,600 8,300 0
標準時間 19,000 9,500 0
短時間 18,800 9,400 0

Ｄ 標準時間 21,300 10,650 0
短時間 21,100 10,550 0
標準時間 23,600 11,800 0
短時間 23,400 11,700 0

階 標準時間 26,000 13,000 0
短時間 25,800 12,900 0
標準時間 28,600 14,300 0
短時間 28,300 14,150 0

層 標準時間 31,400 15,700 0
短時間 31,100 15,550 0
標準時間 34,200 17,100 0
短時間 33,900 16,950 0
標準時間 37,100 18,550 0
短時間 36,800 18,400 0
標準時間 40,100 20,050 0
短時間 39,800 19,900 0
標準時間 43,100 21,550 0
短時間 42,700 21,350 0
標準時間 46,200 23,100 0
短時間 45,800 22,900 0
標準時間 49,100 24,550 0
短時間 48,700 24,350 0
標準時間 52,000 26,000 0
短時間 51,600 25,800 0
標準時間 53,500 26,750 0
短時間 53,100 26,550 0
標準時間 55,000 27,500 0
短時間 54,600 27,300 0
標準時間 56,500 28,250 0
短時間 56,100 28,050 0
標準時間 58,000 29,000 0
短時間 57,500 28,750 0
標準時間 59,500 29,750 0
短時間 59,000 29,500 0

第26階層 900,000 円 以上

※幼児教育・保
育の無償化によ
り利用者負担額
（保育料）は無償
となりますが，給
食費はご負担が
ございます。

未満

第25階層 720,000 円 以上 900,000 円 未満

第24階層 600,000 円 以上 720,000 円

未満

第23階層 565,000 円 以上 600,000 円 未満

第22階層 515,000 円 以上 565,000 円

円 未満

第21階層 480,000 円 以上 515,000 円 未満

円 以上 430,000 円 未満

第20階層 430,000 円 以上 480,000

第18階層 350,000 円 以上 390,000 円 未満

第19階層 390,000

未満

第17階層 320,000 円 以上 350,000 円 未満

第16階層 290,000 円 以上 320,000 円

未満

第15階層 265,000 円 以上 290,000 円 未満

第14階層 240,000 円 以上 265,000 円

未満

第13階層 185,000 円 以上 240,000 円 未満

第12階層 150,000 円 以上 185,000 円

未満

第11階層 120,000 円 以上 150,000 円 未満

第 10階層 100,000 円 以上 120,000 円

80,000 円 以上 100,000 円 未満

4,500 0

第 8階層 60,000 円 以上 80,000 円 未満

第 9階層

未満

第 7階層 40,000 円 以上 60,000 円 未満

第 6階層 30,000 円 以上 40,000 円

未満

未満

円 以上 20,00010,000 円

第 5階層 20,000 円 以上 30,000 円

未満
※所得割合計額が
57,700円未満の世帯（た
だし，ひとり親世帯等に
ついては，77,101円未
満）

第 3階層 6,000 円 以上 10,000 円 未満

第 4階層

3,000 円 未満

第 2階層 3,000 円 以上 6,000 円

第１子 第２子

生活保護法の規定による保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の
促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する
法律の規定による支援給付を受けている者が属する世帯

円

0

Ａ階層を
除く世帯
で当該年
度（4月か
ら8月まで
にあって
は，前年
度。以下
同じ。）の
市民税が
右の区分
に該当す
る世帯

所得割税額
が右の区分
に該当する
世帯

第 1階層

※保育料以外に制服や教材費等の購入に係る保護者負担額は原則発生しませんが，施設によってはおむつなどの現物の持参などが別
途求められる場合があります。具体的な内容は各施設に確認するか，内定後，重要事項の説明の中でご確認ください。

●０歳児クラス～２歳児クラス：以下の表のとおり
　　　　　　　　　　　　　　　世帯の市民税課税額，教育・保育給付認定区分及び保育必要量に応じて費用の一部で
　　　　　　　　　　　　　　　ある利用者負担額（保育料）を負担していただきます。

●３歳児クラス～５歳児クラス：無償（※別途，給食費として月額4,500円を利用する保育園にお支払いただきます。）

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分
保育必要
量の認定

利用者負担額（保育料）及び給食費基準額（月額）

０歳児クラス～２歳児クラス ３歳児クラス～５歳児クラス

第 １ 子 第 ２ 子

♪ 利用者負担額（保育料）及び給食費について ♪
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保育料の金額について 

 

(１)利用者負担額（保育料）は市民税額を基に算定します。市民税が未申告の方等，市民税額が証明で   

きない場合は，保育料を最高額として決定します。 

(２)保育料の切り替え時期は以下のとおりです。 

【令和５年４月～８月分の保育料】⇒令和４年度市民税額により決定 

【令和５年９月～令和６年３月分の保育料】⇒令和５年度市民税額により決定 

(３)日本国外で収入のあった方は，年間の収入額・控除額等が確認できる書類（令和３年１月～令和３年 

１２月及び令和４年１月～令和４年１２月）を提出してください。ただし，すでに入園申込等において，

提出している場合は不要です。その他，必要に応じて追加書類を提出していただく場合があります。 

(４)保育料を決定する際の市民税額は，調整控除後，かつ，住宅借入金等特別控除，寄付金税額控除，配当

控除，外国税額控除等控除前の所得割額です。       

(５)地方税法及び航空機燃料譲与税の一部を改正する法律（平成２９年法律第２号）による改正後の地方税

法において，平成３０年度分の税率から，指定都市に住民登録している方の市民税は８％に改められて

おります。指定都市に住民登録していた方の場合，従前の市民税率６％とみなして市民税額を計算し，

保育料を決定します。      

(６)父母が市民税非課税の場合は，同一世帯かどうかにかかわらず，同居の祖父母等の市民税で保育料を算

定します。 

(７)父母が離婚調停や別居等をした場合でも，父母ともに保育料の算定対象となります。 

※DV 等の証明書が提出された場合には父（もしくは母）は算定の対象としません。 

(８)保育料は月額となります。毎月１日現在で保育園を利用している場合は，その月の途中で利用をやめて

も，１か月分の保育料をお支払いいただきます。また，保育園を休園している場合も保育料を負担して

いただきます。 

(９)給付認定区分（保育必要量も含めて）の変更があった場合は，認定が変更された月分から変更後の給付

認定区分に応じた保育料に変更します。 

  

保育料の変更について 

 

保護者の婚姻や離婚等により，同一世帯の収入が変動した場合や修正申告等により市民税額が変更にな

った場合は，保育料を再計算しますので，必ず保育課までご連絡ください。 

なお，保育料の変更は，婚姻等の届出日（戸籍上の届出日）の翌月からとなります。また，保育の必要

量に変更（勤務時間の変更等世帯状況の変更）があった場合は，至急，保育園に異動届・就労証明書等を

提出してください。保育料が変更となる場合があります。 

  

3 歳児クラス～５歳児クラスの給食費について 

 

(１)３歳児クラス～５歳児クラスのお子さまは，給食費として一人当たり月額 4,500 円をお支払いいただ

きます。公立保育園にお通いの場合は，別途，市から支払い方法をお知らせします。私立保育園を利用

している場合は，各施設から支払い方法をご案内します。  

(２)以下の（ア）または（イ）にあてはまる場合は給食費を徴収しません。 

（ア）世帯の市民税所得割合算額が 57,700 円未満の世帯（ただし，ひとり親世帯等は，77,101 円

未満） 

（イ）同一世帯で同時に認可保育園等を利用している児童が３名以上いる場合の年長者を第１子として

数えたときの第３子以降 

(３)給食費が免除になるか確認するため，市民税額が確認できる書類を提出していただく場合があります。 
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多子世帯等を対象とした利用者負担額(保育料)軽減制度について 

調布市では，利用者負担額（保育料）の軽減制度を実施しています。多子世帯（保護者と生計を一にする

子※１が二人以上いる場合）またはひとり親世帯で，市で軽減制度の対象であると確認できた方及び保育課

提出書類で要保護世帯等の要件書類をご提出いただいている場合は，負担軽減適用後の保育料で決定してい

るため，手続きは不要です。 

  

利用者負担額（保育料）の軽減制度 
 

１ 多子軽減制度（0 歳児～2 歳児のみ） 

年齢にかかわらず，生計を一にする子が二人以上いる場合，第２子は半額，第３子以降は無償となり

ます。 

   

２ 要保護世帯等※２の負担軽減制度 

世帯の市民税所得割合算額が，77,101 円未満（年収約 360 万円未満相当）の世帯で，要保護世帯

等※２に該当される場合（同一世帯員に限る），保護者と生計を一にする子※１を対象に，第１子以降の保

育料を無償とします。ただし，父母が非課税の場合において，同居している祖父母が課税されており，

その市民税所得割合算額が上記基準額を超える場合には，対象となりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
利用者負担額（保育料）の軽減手続について 

 

上記軽減制度の対象となるが，負担軽減の適用がされていない方や，要保護世帯である旨を申告されて

いない方は，入園後，別途届出が必要です。届出後，負担軽減が認められた場合には，保育料を再計算し，

改めて決定額を通知します。既に保育料をお納めいただいている場合は，充当もしくは還付いたします。 

 

 
申請方法について 

 

「調布市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額多子軽減等届出書」及び添付書類の提出が

必要です。該当になるかの確認をしますので，入園後，保育課までお問い合わせください。 

※審査の結果，軽減制度の対象とならない場合があります。 

※軽減制度の申請は年度ごとに必要です。 

 

 

 

 

 

※１ 生計を一にする子とは 

①教育・保育給付認定保護者等に監護される方(未成年)，②教育・保育給付認定保護者等に監護されていた方(①が成年に達した場合)，③教

育・保育給付認定保護者またはその配偶者の直系卑属(①②を除く)に該当する方 

※２ 要保護世帯等とは 

児童の属する世帯に，以下の①～⑤の者がいる場合をいいます(ただし，在宅の者に限る。)。 

①母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養している方(以下，ひとり親世帯という。) 

②身体障害者福祉法第 15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた方 

③療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた方 

④精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方 

⑤特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童，国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者

その他適当な方 
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・調布市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額多子軽減等届出書 

※届出書は，保育課窓口にて配付しているほか，調布市ホームページからもダウンロードできます。 

●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  

＞入園後の手続・利用者負担額（保育料）・証明書の発行 

＞利用者負担額（保育料）（QR コード参照） 

・添付書類 

(１)多子軽減の場合：世帯状況によって異なるため，保育課までお問い合わせください。 

(２)要保護世帯等の場合：世帯状況に応じて(ア)または(イ)のとおり書類の写しを提出してください。 

(ア)ひとり親世帯の場合：児童扶養手当，児童育成手当，ひとり親家庭等医療証，戸籍謄本， 

離婚受理証（いずれか）。 

(イ)手帳をお持ちの場合：身体障害者手帳，療育手帳（愛の手帳），精神障害者福祉保健手帳，       

特別児童扶養手当証書，障害基礎年金受給を証明する書類  

（氏名，障害等級，住所等記載部分をコピーしてください） 

 

 
その他の減免制度 

 

保護者の失業（自己都合を除く。）や災害による損失があった場合など，家庭状況が変わり，保育料

の納付が著しく困難になった場合，申請により，保育料を減額又は免除できることがあります。該当に 

  なるか確認しますので，保育課までお電話でお問合せください。 

※保育料の減額・免除の適用は，申請時に納期限が過ぎていない保育料が対象となります。 

※育児休業及び介護休業等を取得し，収入が減った場合は，保育料減額の対象となりません。 

※申請時期により減額・免除の対象となる月が異なります。 

申請時期が９月～３月の場合，対象は申請した月分から３月分までとなります。 

申請時期が４月～８月の場合，対象は申請した月分から８月分までとなります。 

   

 

 
提出書類 
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市内認可保育園全園で延長保育を行っています。保護者の勤務時間，通勤時間，お子さま

の年齢，その他の家庭状況を考慮のうえ保育時間を決めますので，延長保育を希望する方は

事前に必ず保育園にご相談ください（ご希望に沿えない場合があります）。延長保育料の納

付方法については，各保育園にお問い合わせください。各保育園の延長保育時間は，３4～

３7 ページの一覧をご参照ください。 

家庭的保育事業たんぽぽの開園時間は，午前８時～午後６時ですが，たんぽぽへの入園は，

全員，保育短時間認定扱いとなるため，午前８時～午前８時２９分及び午後４時３１分～午

後６時の利用には，延長保育料が必要です。 

なお，延長保育料は幼児教育・保育の無償化の対象外です。 

延長保育時間 

延長保育料（※２） 

保育標準時間認定 
保育短時間認定 

月額 日額(スポット) 

～午後７時 3,500 円 700 円（※１） 午前７時～午前８時２９分， 

午後４時３１分～午後６時 

の時間帯を利用する場合 

３０分３００円 ～午後８時 12,000 円 2,400 円 

（※１）公立保育園の延長保育を日額（スポット）利用される場合は，５枚綴り 3,500 円のスポ

ットチケットを保育園で購入していただきます。 

（※２）利用者負担額（保育料）が A階層または B 階層の場合，延長保育料が減免となることが

あります。詳細は調布市保育課までお問い合わせください。 

♪ 延長保育料について ♪ 
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♪ よくある質問 Ｑ＆Ａ ♪ 
 

 

 

 

Ｑ１ 仕事をしていないと保育園の申込みは出来ないのでしょうか。 

Ａ１ 仕事をしていなくても「求職活動中」などの要件で入園申込みは可能です。 

ただし，「求職活動中」の要件で入園が決定した場合，入園後，入園月を含む３か月以内に

月４８時間以上の就労を開始し，その証明の提出がない場合には退園となります。 

 

Ｑ２ 電子メールやＦＡＸでの申込はできますか。 

Ａ２ 電子メールや FAX では受付けません。 

 

Ｑ３ 入園したい園の募集人数が０人ですが，入園申込みはできますか。 

Ａ３ 退園などで空きが生じた場合に利用調整しますので，申込みは可能です。申込締切日まで

に申込みをしていないと，利用調整の対象になりません。 

 

Ｑ４ 申込みは早いほうが有利ですか。 

Ａ４ 受付期間内の申込みであれば，申込時期は利用調整に影響しません。ただし，入園申込時

の必要書類（１０～１２ページ参照）が不足している場合は，利用調整上，不利になります。 

 

Ｑ５ 保育園の入園申込みは毎月しなければいけないのですか。 

Ａ５ 令和５年４月入園申込みをされた場合は，令和６年３月入園の利用調整まで，申込みが有

効です。申込みは，年度内有効のため，毎月申込みをする必要はありませんが，申込有効期

間内に家庭状況等に変更があった場合は，該当の書類をご提出ください。ただし，待機とな

っている場合は，翌年度（次の年齢のクラスに申込む場合）再度申込みが必要です。 
 

Ｑ６ 他市に住民登録がありますが，里帰り出産中のため，居住実態は調布市にあります。調布

市の保育園を申込みしたいのですが，直接調布市に申し込むのでしょうか。 

Ａ６ 児童の住民登録がある市区町村を通じてお申込みください（１４～１５ページ参照）。調 

布市への転入予定がない場合でも，３歳児クラス以上（３歳児クラスの場合は，４月二次募 

集以降）であれば，申込み可能です。転入予定がない場合，０歳児クラス～２歳児クラス及 

び３歳児クラス（４月一次募集）は受け付けません。 

 

Ｑ７ 認可保育園以外の保育施設も申込みしたいのですが，市の窓口で申込みできますか。 

Ａ７ 調布市の窓口で申込みができるのは，調布市内の認可保育園，多摩川保育園及び地域型保

育事業（たんぽぽ）です。それ以外の認証保育所，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）などは，施設と直接契約となるため，施設や事業者へお申

込みください。 

 

 

 

 

 

申込方法等に関すること 
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Ｑ８ 出産予定日が令和５年２月３日（金）です。令和５年４月入園の５７日開始月齢の保育園

に申込みを希望しています。どのように申込みすればよいですか。 

Ａ８  ４月入園を希望される場合は，母子手帳のコピー（出産予定日のわかるページ）とその

他の必要書類を申込期間内にご提出ください。出産後に児童の生年月日・性別・氏名を記

入した新たな利用申込書及び児童状況報告書と調布市子どものための教育・保育給付認定

申請書を提出してください（保育課窓口提出可）。 

ただし，生まれた日により，以下のとおりとなります。 

○ 令和５年１月２日（月）～令和５年２月３日（金）の間に生まれた場合は受入れ年齢

が満３か月からの園は利用調整の対象外となり，受入れ年齢が生後５７日目からの園の

み利用調整の対象となります。 

○ 令和５年２月４日（土）以降に生まれた場合は４月に入園することはできません。４

月入園の内定が出ていた場合でも内定取消しとなり，申込みは自動的に受入可能日（各

園の受入年齢）が過ぎる日の翌月まで繰り越されます（各保育園の受入年齢は３4～ 

３7ページ参照）。 

なお，５月以降の入園を希望する場合は，出産後の受付けとなります。 

 

Ｑ９ 一時預かり・定期利用・認証保育所・家庭福祉員（保育ママ）・共同実施型家庭的保育事

業（グループ型保育施設）の空き情報について知りたいのですが，問い合わせはどこにした

らよいですか。 

Ａ９ 空き状況などの詳細については，直接各施設にお問い合わせください。 

 

Ｑ１０ 市内認可保育園に在園していますが，他の市内認可保育園に移りたいです。 

Ａ１０ すでに調布市内の認可保育園に在園中の方が，他の市内認可保育園へ転園を希望される

場合は，転園申込みが必要です。「調布市子どもの保育の利用に係る保育所等変更申込

書」とともに，必要書類を受付期間内にご提出ください。利用調整は，新規申込みと同様

に，利用調整指数等に基づき行います。ただし，転園申込みの場合は，すでに認可保育園

を利用しているため，利用調整指数の「2 保育園等の利用の調整指数表（第２表）」の

項目 1，2，3，４，5，８と「3 利用調整指数の数値が同位の世帯の優先順位表（第３

表）」の項目４には該当しません（１６～１７ページ参照）。 

なお，兄弟が別々の市内認可保育園に在園しており，兄弟をどちらかの在園する園に合

わせる場合の転園については，第２表の項目７の加点対象となります。また，転園が内定

すると，いかなる理由があっても，転園前の保育園に戻ることはできません（１4ページ

参照）。 

 

Ｑ１１ 調布市民ですが，他市の保育園に申込みすることはできますか。 

Ａ１１ 利用を希望する市区町村によって異なります。市区町村により必要書類や締切日，申込

みの条件（転入予定者のみの受付，勤務先が当該自治体にある場合のみ受付等）が異なり

ますので，事前に利用を希望する市区町村に確認したのち，調布市保育課にてお申込みく

ださい。申込後，当該自治体と委託協議を行いますので，利用を希望する市区町村が設定

する締切日のおおむね１５日前までにお手続いただくようお願いします。 

なお，調布市外へ転出予定で他市の入園申込みをした場合，調布市の入園申込みは取下

げとなります（３歳児クラスの４月二次募集以降，4，５歳児クラスを除く。）。 
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Ｑ１２ フリーランスで仕事をしています。開業届を出さず，事業主として税の申告もしていま

せん。相手方との契約書や領収書等もないのですが，保育の必要性を証明する書類は就労

証明書だけでよいですか。 

Ａ１２ 勤務を証明する書類が不足している場合，１７ページの「３ 利用調整指数の数値が同

位の世帯の優先順位表」における１の優先は該当しません。また，客観的に勤務の実態が

把握できないため１６ページの「１ 保育園等の利用の基準指数表」における類型番号 

１１「求職」と判断されることもあります。 

 

Ｑ１３ 自営業の場合，勤務実績がわかる書類のコピー（直近３か月分）が必要との記載があり

ますが，具体的にどのような書類を提出すればよいですか。 

Ａ１３ 相手方との契約書や，取引先からの請求書，納品書，領収書といった書類で，それぞれ

日付と会社名（保護者名）が記載されているものをご用意ください。 

    なお，直近３か月分は，各月１枚ずつで結構です。 

 

Ｑ１４ 海外で所得があり，課税証明書の提出ができません。 

Ａ１４ 保育園入園用所得申告書に，令和３年分（令和３年 1月 1日～令和３年１２月３１日）

の所得が分かる資料を添付してご提出ください。入園した場合，利用者負担額（保育料）

及び給食費算定のため，令和４年分（令和４年１月１日～令和４年１２月３１日）の申告

書及び所得等が分かる資料も提出いただきます。書類が外国語で表記されているものは，

必ず翻訳したうえでご提出ください。 

 

 

 

 

Ｑ１５ 育休中で保育園への入園が決定したのですが，勤務先の都合により，１か月以内の復職

ができません。保育園には通園できますか。 

Ａ１５ 入園後１か月以内に復職ができないことがわかった場合は，入園前であれば内定取消し，

入園後であれば原則として退園となります。翌月１日が休日だった場合でも，その翌日付

（翌月２日以降）からの復職は認められません。入園後，１か月以内に復職していないこ

とがわかった場合には，原則として退園となります。 

 

Ｑ１６  現在常勤で，育休を取得中です。入園したら，雇用契約を変更し，パートタイムで復職

することを予定していますが，保育園には継続して通園できますか。 

Ａ１６ 育児休業中の申込みは，入園後も同一の勤務を条件に利用調整していますので，入園時

に，申込時の勤務先，勤務時間及び勤務日数で復職されなかった場合には，原則として退

園となります。 

ただし，勤務先，勤務時間及び勤務日数に変更がなく，勤務形態のみ変更になる場合の

復職は，継続して通園することができます。 

例 申込時：A社，正社員，週４０時間，月２１日 から 

   復職時：A社，パート，週４０時間，月２１日 に変更 

 

申込時の必要書類に関すること 

 

育休中の申込の取扱いに関すること 
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Ｑ１７ 現在，育休を取得中です。入園したら，育休中の職場に復帰せず，転職をする予定です。

保育園には継続して通園できますか。 

Ａ１７ 育児休業中の申込みは，入園後も同一の勤務を条件に利用調整していますので，申込時

の勤務先，勤務時間及び勤務日数で復職されなかった場合は，原則として退園となります。 

 

Ｑ１８ 派遣社員として勤務しています。育休は雇用元（派遣会社）の制度を利用していますが，

復職後は，別の派遣先で勤務予定です。保育園には継続して通園できますか。 

Ａ１８ 育休取得前と同じ雇用元で同じ勤務時間及び勤務日数の派遣先で勤務を再開していただ

く場合のみ，継続通園が可能です。雇用元（派遣会社）が同じでも，勤務時間及び勤務日

数の短い派遣先で復職する場合は原則として退園となります。また，雇用元（派遣会社）

自体を変更した場合も原則として退園となります。 

 

Ｑ１９ 現在，育休を取得中です。兄弟で同時に入園申込みし，上の子だけ決定しました。上の

子だけ保育園へ通園させ，下の子は育休を継続し自宅保育したいのですが可能ですか。 

Ａ１９ 兄弟のいずれかのみが認可保育園に入園した場合も，１か月以内に復職していただくこ

とが条件です。1か月以内に復職していない場合は退園となります。「令和５年度認可保

育園入園申込確認票」に兄弟姉妹で申込みする場合の申込条件を指定する項目があります

ので，記入をお願いします。 

 

Ｑ２０ ４月の入園申込みをしますが，３月に第２子を出産予定です。入園が決まった場合，第

１子を保育園に預け，第２子は育休を取得し自宅保育する予定です。 

Ａ２０  上記の場合，産休終了後の翌月１日（１３ページ※２の場合は，産休終了後翌日）まで

に復職することが条件となります。第２子産休終了後の翌月１日付までに復職されない場

合，第１子は原則として退園となります。 

 

Ｑ２１ 令和５年６月入園で保育園に内定しました。令和５年７月１日（土）に復職しようと思

っていましたが，土・日・祝日は，勤め先が休日のため，出勤できません。この場合，前

倒しで令和５年６月中には復職しなければなりませんか。 

Ａ２１  ７月１日時点で「育児・介護休業法」に規定される育児休業を取得していない状態であ

り，復職証明書上の復職日が令和５年７月１日（土）以前の日付で証明される場合に限り，

実際の出勤は令和５年７月３日（月）からでも問題ありません。 

 

 

 

 

Ｑ２２ 募集人数の多い保育園を希望順位の高い方に書いた方が入園しやすいですか。 

Ａ２２ 希望順位にかかわらず，利用調整指数等の高い順に決定しますので，希望する順番で書

いてください。 

 

Ｑ２３ 残業が多いです。利用調整において，勤務時間は残業時間を含めて算定されますか。 

Ａ２３ 勤務時間は残業時間を除いて算定します。例えば，午前９時始業，午後５時終業で休憩

時間が１時間ある場合には，１日の勤務時間は休憩時間を含め８時間とみなします。 

 

 

利用調整に関すること 
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Ｑ２４ 雇用契約は週４０時間ですが，実際の勤務時間はそれより短く，契約時間どおりの勤務

をしていません。この場合でも週４０時間勤務の指数の対象となりますか。 

Ａ２４ 勤務実績が契約上の時間に満たなかったり，雇用契約上，社会保険の加入が必要である

勤務形態にも関わらず，配偶者の被扶養であったりする場合は，直近の実績で指数をつけ

ます。状況確認のため，勤務先等に問い合わせ・訪問をする場合があります。会社都合等

やむを得ない事情により，勤務実績が減少した期間がある場合は，就労証明書の備考欄に

実績減の理由（会社休業等）及び実績減のあった期間を記載してもらうよう勤務先へ依頼

してください。 

 

Ｑ２５ 雇用契約は週４０時間ですが，勤務先の制度を利用して育児時間を取得しています。こ

の場合でも週４０時間勤務の指数の対象となりますか。 

Ａ２５ 勤務先の制度を使って育児時間勤務をしている場合，雇用契約上の勤務時間で算出しま

す。雇用契約上の勤務時間自体が週４０時間よりも短くなっている場合は，週４０時間勤

務の指数の対象にはなりません。 

 

Ｑ２６ 利用調整において指数が同一の場合にはどのように決定していますか。 

Ａ２６ １７ページの「利用調整指数の数値が同位の世帯の優先順位表（第３表）」に基づいて

決定します。第３表においても決定しない場合は，１９ページの「優先順位の判断につい

て」第３段階の８～１２を順に確認して決定します。 

 

Ｑ２７ １７ページの「利用調整指数の数値が同位の世帯（第３表）」の優先順位表の６「保育

園等の利用を希望する年度の前々年度の１月１日の時点で，市内に申込児童の住所がある

場合」の対象となるのは，どのような場合ですか。 

Ａ２７ 保育の利用を希望する年度の前々年度の１月１日とは，令和５年度の申請をする場合，

令和４年１月１日のことを指します。この時点で調布市内に住んでいる（住民登録してい

る）世帯は，住んでいない世帯より優先されます。申込児童が生まれていない場合は，申

込児童の母又は父が住んでいる（住民登録している）かで決定します。 

 

Ｑ２８ 令和４年６月に転職しました。令和５年４月の申込時には，転職は不利ですか。 

Ａ２８ 前職の退職日翌日から起算して１か月以内に現職を開始していて，前職と現職の勤務時

間が同じであり，合わせて１年以上勤務していれば，利用調整上は勤務の継続とみなし不

利になりません。現職の就労証明書と併せて，前職の就職日・退職日がわかる書類（源泉

徴収票，離職証明書等）をご提出ください。 

また，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。 

 

Ｑ２９ 二世帯住宅で祖父母（いずれも就労）と同居しています。この場合，祖父母の就労証明

書も必要ですか。また，同居している場合，利用調整上不利になりますか。 

Ａ２９  入園希望月の１日時点において，６５歳未満で保育ができる（疾病や就労等により保育

が困難でない状態）祖父母が同一世帯にいる場合のみ，減点対象となります。同一世帯で

も，祖父母の疾病や就労等，お子さまが日中保育を必要とする証明書類が確認できれば，

減点となりません。また，祖父母が６５歳以上の場合は，必要書類はありません。 

なお，入園後の利用者負担額（保育料）について，父母が市民税非課税の場合は，同居

の祖父母等の市民税額で算定します。 
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Ｑ３０ 採用内定を得ました。勤務予定先に「子どもが保育園に入園でき次第勤務してほしい」

と言われ，就労証明書を書いてもらったのですが，その場合の指数はどうなりますか。 

Ａ３０ 就労内定扱いとなります。保育園入園が決まった場合，入園月の１日付けで勤務を開始

しない場合は退園となりますのでご注意ください。また，就労開始後に再度，就労証明書

の提出がない場合は，就労開始をしていることの確認ができないため，就労内定の指数の

状態が変更されませんのでご注意ください。 

 

Ｑ３１ パートタイムの勤務を週３０時間，自宅での内職を週３０時間しています。その場合の

指数の考え方はどうなりますか。外勤２２点と内職の１４点を合計した３６点になるので

しょうか。 

Ａ３１ この場合は基準指数が２２点と調整指数が８点の合計３０点となります。16ページの

「保育園等の利用の基準指数表（第１表）」内の，同一類型内の異なる項目同士は合算し

ますが，その際の上限は，３０点です。ただし，主たる基準指数以外は，調整指数として

扱います。よってこの場合，パートタイム（外勤）の２２点が基準指数で，より優先度の

低い内職を８点（調整指数）として合算します。 

また，異なる類型の基準指数同士は合算しません（下の子の出産+採用内定など）。複

数の要件がある場合は，その中で最も高い基準指数の要件で利用調整を行います。 

 

Ｑ３２ 親族の会社を手伝っていますが，給料をもらっていません。この場合の指数はどうなり

ますか。 

Ａ３２ 親族の会社で就労し，就労地域の最低賃金相当の対価を得ていない場合は，就労対価を

得て就労しているものとして判断できないため，自営中心者以外の指数で利用調整をしま

す（１６ページ参照）。利用調整における就労対価は，就労時間や勤務実績がわかる書類

などに基づき，時間当たりの賃金を算出して判断します。  

 

Ｑ３３ 親族の会社に役員として就労していますが，最低賃金相当の対価を得ていません。この

場合の指数はどうなりますか。 

Ａ３３ 役員として就労している場合は，自営中心者の指数で利用調整をします。その場合，役

員として働いていることが分かる書類（登記簿謄本）をご提出ください。 

 

Ｑ３４ 現在母が求職中です。保育園に入園できたら父の自営業を手伝う予定ですが，この場合

の指数はどうなりますか。 

Ａ３４ 自営業，自営業の手伝いの場合，客観的な労働の始期が確認できないことから，求職活

動（起業準備中を含む）での利用調整となります。 

 

Ｑ３５ 令和５年４月の申込みをします。今までは，週３０時間の勤務時間でしたが，令和４年

９月から勤務先を増やし，合計週４０時間の勤務時間になりました。この場合の利用調整

指数はどうなりますか。 

Ａ３５ 勤務先が複数にわたる場合は，いずれの勤務先においても１年以上の勤務実績が必要と

なります。この場合，利用調整指数は増えますが，１９ページの優先順位の判断について

第３段階の９「父母に１年以上継続した就労実績がある世帯」の優先には該当しません。 
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Ｑ３６ 子どもが産まれるまで，フリーランスで仕事をしていました。産後は子どもを家庭で保

育しながら週３日で仕事をしています。子どもが保育園に入園できたら仕事の時間を１日

８時間に戻そうと思うのですが，この場合の指数はどうなりますか。 

Ａ３６ 現在の勤務時間で指数付けをし，利用調整をします。なお，申込時点で自営業を休業し

ている場合は，求職活動中（起業準備中を含む）での利用調整となります。 

 

Ｑ３７ 令和４年４月１日から認可外の保育施設に子どもを預け，勤務を開始しました。その後，

第２子出産のため，産休・育休を取得し，現在，第１子は認可外保育施設，第２子は自宅

保育しています。第１子は，認可外保育施設に１年以上通園していますが，１７ページの

第２表の４にある加点や第３表の４の優先は該当しますか。 

Ａ３７ 第２表の４・５及び第３表の４には該当しません（育休取得中は自宅保育が可能であり，

保育を必要とする状況とはみなされないため）。また，第１子が令和５年４月から認可保

育園に入園する場合は，５月１日までに復職していただく必要があります。 

 

 

 

 

Ｑ３８ 保育料はどれくらいかかりますか。 

Ａ３８ 利用者負担額（保育料）は，お子さまの在園するクラスにより異なります。 

０歳児クラス～２歳児クラスの場合は，保護者の市民税額によって国が定めた上限額を基

準に，調布市で定めた階層に沿って決定します。また，料金体系は，保育標準時間認定，保

育短時間認定ごとに異なります（２２～２５ページ参照）。 

３歳児クラス～５歳児クラスの場合は，幼児教育・保育の無償化により利用者負担額（保

育料）は発生しませんが，別途給食費（月額 4,500円）はご負担いただきます。 

また，認証保育所，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

育施設）などは，それぞれの施設によって料金が異なります。 

 

Ｑ３９ 認証保育所通園中に認可保育園の内定が出ました。最初の月は，認証保育所と認可保育

園の２か所に在籍をしたいのですが，可能ですか。 

Ａ３９ １人の児童が 2か所以上の保育施設に同時に籍を置くことはできません。今まで通園し

ていた保育施設（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

又は幼稚園等）を退園していただきます。退園しない場合，認可保育園の内定を取消しま

す。 

 

 

 

 

 

 

入園後に関すること 
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