
【参考】令和４年度新年度入園申込に関するお問合せ

通し番号 質問カテゴリ 質問 回答

1 申込書のこと
添付書類を令和３年度の申込にて既に出している場合は、新年度入
所の申込の時に添付を省略しても良いですか？

新年度入園の申込の時に、「３ヶ月以内に発行された添付書類の原本」を市役
所で確認することができれば、省略して構いませんが、必ず新年度入園の申込
書に【①いつごろ②何の申請で③何を提出したか】等をメモなどの分かる形で
市側に伝達するようにしてください。

2 申込書のこと
既に新年度入所の申込を行った後で、希望園を変更したいとなった
場合に、変更を受け付けてもらえるのですか？

申込期間内であれば、申込内容の変更を受け付けることができます。この時、
市HPにも掲載している『保育所等入園申込記載事項変更届』を提出してくだ
さい。ただし、希望園の変更を届出たものの、年齢制限のある園に希望を変更
してしまっていた事例も見受られますので、極力、ご検討を重ねてから一度で
お申込を済ませていただきますようお願いいたします。

3 申込書のこと
本社と勤務先が別になっている場合、申込書の勤務先はどちらを記
載すれば良いですか。

実際に勤務しているところの情報（勤務先）をご記載ください。

4 結果についてのこと 結果はいつ発送されますか？
令和４年１月21日(金)に、内定の有無にかかわらず結果通知をご自宅宛に送付
します。

5 結果についてのこと
１月頃に出産予定の子の申し込みをしたいのですが、もし内定結果
が出たあとに、出産予定日から遅れてしまった場合、内定は取り消
されますか。

出産後4/1までに最低受入年齢である生後57日未満になってしまえば内定は無
効となります。

6 結果についてのこと 新年度入所の利用調整会議はいつ行われていますか？
会議日程についてはお答えしておりません。結果通知は令和４年１月21日(金)
に発送いたします。

7 結果についてのこと
4月入所で内定という結果になったのですが、辞退したいです。この
時、４月入所の不承諾通知は発行されますか。

選考上の結果を通知するものであるため、内定した方であれば不承諾通知は交
付されません。

8 結果についてのこと 内定辞退したら、減点はいつまで適用されるのですか？
令和３年度の入所申込において内定を辞退したのであれば、令和３年度中減点
が適用され続けます。ただし、減点適用は翌年度には持ち越されません。

9 結果についてのこと
空きがあるにも関わらず、内定されませんでした。追加で選考は行
われるのですか？

２月中旬に二次選考を行います。内定者にのみ結果を郵送通知する予定です。

10 結果についてのこと

令和４年４月の入所内定をもらいましたが、その後、令和３年度入
所内定（１～３月）をもらいました。早くから保育園へ入所させた
いので、令和３年度の入所内定を受けるつもりですが、この時、令
和４年度の入所内定はどのようになりますか。

令和３年度の入所内定を受けられた場合、自動的に、令和４年度の新規申込の
対象外となります。そのため、令和４年度に他の保育園への転園をご希望され
る場合は、改めて令和４年５月以降の転園申請を行っていただく必要がありま
す。

11 指数のこと
調整指数表の10番に関連して、認証＋復職の３点はどの時点の状況
で判定しますか。

申請時点で既に認証保育所に預けて復職していないと加点されません。（例え
ば、４月１日には復職するが、申込時点では育児休業期間にあって、復職して
いない場合には加点されません。）

12 指数のこと 内職と居宅内自営の違いはなんですか？
居宅内において賃仕事に従事している場合には、内職とし、居宅内において事
業に従事している場合には、自営として判断します。（内職であっても、その
収入が生計に占める割合が多い場合には自営として判断します。）

13 指数のこと
基準指数表４にある出産「出産前後の休養のため保育にあたること
ができない場合」の15点は、どんな時に計算されますか？

母が仕事をしておらず、入所希望日が出産日から±2ヶ月に含まれる場合に採
用されます。この点数が使用される場合、保育の必要性の認定が出産月の前後
2ヶ月のみとなりますので、在園期間もそれに応じた期間となります。
なお、基準指数は複数区分に該当した場合、指数の高い方を採用します。
例）出産前の母が20点分の基準指数の就労をしている時⇒母の基準指数は20点

14 指数のこと

調整指数表の10番に関連して、上子は認証保育所に在園中で上子の
育休からは復職済みだが、申込時点で下子の産休に入っており、次
の４月１日時点では下子の育休中で上子と下子分ともに申し込みま
す。上子の認証加点は付きますか。

受付期間終了日時点で産休中であり、育児休業期間に入っていないため加点さ
れます。(同点時に更に参照する復職日は、上子の育児休業からの復職日とな
ります。)なお、育児休業期間に入ってしまった場合は、加点されません。

15 指数のこと
調整指数表の10番に関連して、認可外保育施設の復職加点はどのタ
イミングで加点されますか？

受付期間終了日時点で復職していれば加点されます。

16 指数のこと
調整指数表の10番に関連して、認可外保育施設の復職加点は川崎市
の認可外保育施設でも対象になりますか？

都道府県知事に届出を行っている認可外保育施設であれば対象となります。

17 指数のこと
きょうだいで同じ保育園を申し込んでいるのであれば、希望順位が
異なっていても加点されますか？

加点されます。

18 指数のこと

上子の転園申請と、下子の新規申請を行っていましたが、一次選考
で不承諾となりました。そのため、上子の転園申請は取り下げする
ことにしました。下子の希望園に上子の在籍園を含めていない場
合、きょうだい加点はなくなりますか。

きょうだい加点の対象ではなくなります。各選考の間に取下げ等があり、加点
要件がなくなった場合は、次の選考の前に加点を外すこととなります。

19 就労証明書のこと
初めて申込をしますが、保護者記入欄の施設名には何か書くべきで
すか？「１．利用中」「２．申込中」のどちらを選べば良いです
か？

●どこの保育園にも預けていない場合…記入は不要です。
●認可の保育園に預けている子の場合…「２.申込中」を選択した上で施設名を
記載してください。その子の入所申込をしない場合は「１．利用中」を選択し
てください。
●認可外保育施設に預けている場合…「２.申込中」を選択した上で施設名を記
載してください。その子の入所申込をしない場合は「１．利用中」を選択して
ください。

20 就労証明書のこと

小学生の子どももおり、学童にも合わせて申し込もうとしているの
ですが、学童用就労証明書様式には「共通様式第３号」とある以外
保育所用と同じに見えます。学童用は保育園の申込でも使用するこ
とができますか？

できます。提出は、学童又は保育園の申込時にどちらか一方へ原本を、もう一
方へはコピーのご提出で結構です。ただし、その旨は付箋等で申請書に明記し
てください。

21 就労証明書のこと 指数審査をする時、短縮時間を審査するのですか？ 労働契約上の就労時間で審査します。

22 就労証明書のこと

(認可保育園在園児と申込児がいる方)
申込児とは別に既に認可保育所に在籍している児童が居ます。新年
度申込の時に就労証明書を出しているので、在園児継続審査のとき
に提出は省略しても良いですか？

例年１月ごろに在園児継続審査を行っています。この際、在園要件を満たして
いるかの確認のため、お勤めの方であれば就労証明書の提出が必要ですが、別
の子の新年度申込を11月に行い、就労証明書原本をご提出いただいている場合
には、コピーの提出で結構です。なお、この際提出いただく就労証明書はコ
ピーであっても、作成から３ヶ月以内のものであることを確認していただきま
すようお願いいたします。

新年度申込に関して、寄せられたお問合せとそれに対する回答を一覧にしております。ご不明点等あった場合の参考資料としてご活用ください。
なお、令和５年度新年度申し込みの際には、内容が改められる可能性がございますので、必ず『令和５年度入園のしおり』をご覧ください。
変更点はしおりの最初のページにまとめられます。
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新年度申込に関して、寄せられたお問合せとそれに対する回答を一覧にしております。ご不明点等あった場合の参考資料としてご活用ください。
なお、令和５年度新年度申し込みの際には、内容が改められる可能性がございますので、必ず『令和５年度入園のしおり』をご覧ください。
変更点はしおりの最初のページにまとめられます。

23 就労証明書のこと

就労証明書の項番11の「学童クラブのみ記載」という欄に会社が記
載をしてしまいました。子どもに小学生はおらず、保育所のみの申
込を検討しているのですが、この場合、就労証明書は作り直さなけ
ればなりませんか？

「学童クラブのみ記載」という欄に記載がされていても、その就労証明書をご
提出いただいて差し支えありません。
※学童クラブと保育園の申込に使用する就労証明書は同じ様式となっていま
す。保育所にのみ申込をする場合は、「学童クラブのみ」と記載のある部分は
記載不要です。

24 就労証明書のこと
就労証明書の項番10について、無期契約をしている場合には、
「（有期契約の場合）契約の更新の有無」には記載しなくても良い
ですか？

有期雇用契約を結んでいて、その期間満了後に契約を更新するかの有無を確認
する欄となりますので、無期雇用をしている場合は、記載不要です。

25 就労証明書のこと

就労証明書の項番12「産前・産後休業の取得（予定）期間」・13
「育児休業の取得（予定）期間」について、直近の年度からはやや
離れた年に育児休業を取得していた場合でも、過去の実績として記
載しても良いですか？

実績もご記載ください。取得予定がある場合には、取得予定期間をご記載くだ
さい。

26 就労証明書のこと
15番の「短時間勤務制度の利用予定と期間中の就労時間」につい
て、取得しようと考えているのですが、その旨も記載した方が良い
ですか？

４月以降に短時間勤務制度の利用予定が有る場合にはご記載ください。

27 就労証明書のこと 復職日は未来日である５月１日も含みますか？
申込時点で育児休業の方が認可保育園の申込をする場合、５月１日までの復職
を確認していますので、予定としての復職日をご記載ください。

28 就労証明書のこと
【入所承諾発送後】指定の復職証明書が同封されてきたが、この送
られてきたものを使用しなければなりませんか？

同封している復職証明書そのものでなくとも、同じ様式を市HPに掲載してい
ますので、そちらも使用できます。

29 就労証明書のこと
【入所承諾発送後】新年度入所の申込のタイミングで、既に育児休
業から復職していたのに、復職証明書が送付されてきました。提出
しなければなりませんか？

就労要件で内定したお子様方のうち０～３歳児クラスに内定した児童全員に対
して、復職証明書を同封しています。ご容赦ください。既に、復職した事実が
分かる復職証明書や就労証明書を提出している場合には、改めて提出する必要
はありません。

30 就労証明書のこと
【復職証明書】復職証明書の勤務時間には休憩時間を含めてもよい
ですか？

雇用契約書上に記載されている時間に準じて記載してください。

31 育児休業に関すること
上子を認可に預けており、下子の育休中で短時間保育になっていま
す。令和４年度に、下子は申込せず、上子は転園の申込をする予
定。転園が決まったら復職しなければいけないのでしょうか。

転園入園は新規入園とは異なり、転園前と転園後の保育園に継続して在園して
いる状態とみなすので復職は必須ではありません。しかし、入園のしおりP23
より【出産後１年を超える翌年度の４月末までは継続して通園することができ
る】とあるように、上子の通園には期限があるのでご注意ください。

32 育児休業に関すること

上子が保育園に在園しており、自宅保育している下子の育児休業を
現在取得しています。上子は、下子の育児休業のために通園可能な
期間が定められました。この度の新年度入園のタイミングで下子の
保育園入所申込を育児休業延長を目的として行った場合、上子の保
育園の通園可能な期間も延びますか？

上子の入園後に下子の育児休業を開始する場合は、入園のしおりP25より【出
産後１年を超える翌年度の４月末までは継続して通園することができる】とし
ているため、育児休業の延長の如何によって、通園可能期間が変動することは
ありません。よって、ご質問の回答としては「期限は延びない」となります。
更に、上子の通園を引き続き希望するのであれば、通園可能期間に応じて復職
する必要があります。（復職することになれば、下子の保育先を探す必要があ
ります。）

33 育児休業に関すること
地域型保育事業卒園による４月転園をするが、下子の育休期間にあ
る場合、在籍はいつまでできますか？

地域型保育事業からの転園入園は新規入園とは異なり、転園前と転園後の保育
園に継続して在園している状態とみなすので、入園のしおりP25より【出産後
１年を超える翌年度の４月末までは継続して通園することができる】ことにな
ります。なお、転園により期限が延びることはありませんのでご注意くださ
い。

34 育児休業に関すること
市外認可保育園からの転園の場合の下子育休による在籍はいつまで
できますか？狛江市には保育園の入所と同じタイミングで住む予定
です。

市外認可保育園からの転園の場合は、園に継続して在籍している状態とみなす
ので入園のしおりP25より下子の生まれた日に準じて、【出産後１年を超える
翌年度の４月末までは継続して通園することができる】ことになります。
なお、転園の場合は５月入所以降、審査の順番が新規申込者の後になるので、
転園を考えている場合にはご留意ください。

35 育児休業に関すること

上子が認可保育園に在籍中だが、新年度に下子が認可保育園に入園
したことにより、育児休業から復職する予定。上子は下子の育児休
業期間中であったため、短時間で保育を利用していましたが、４月
からきょうだいともに標準にしたい。どうすればいいですか？

下子が新年度に入園し、きょうだいで保育の必要量が異なる場合には、市で対
象者を抽出して自動で切り替えを行いますので、特段のお手続は不要です。

36 その他
認可保育園に在園しているのですが、翌年度も継続するために新年
度入園の申込は必要ですか？

必要ありません。引き続き現在の園に在園を希望される場合には、毎年冬頃に
継続通園に関するお知らせを送付しますので、詳細はそちらをご覧ください。
なお、４月からの転園を希望される場合には、新年度入園の申込が必要になり
ます。

37 その他
保育料の算定につかう、令和３年度の所得割はどこを見れば確認で
きますか？

令和３年度課税（非課税）証明書にて確認できます。また、６月ごろに市区町
村民税の決定通知に記載されている場合があります。課税（非課税）証明書の
交付及び税額の詳細については令和３年１月１日に住民登録のある自治体へお
問合せください。

38 その他
令和３年１月１日に政令指定都市に住民登録があったのですが、
「税源移譲前所得割」という名目のものもありました。普通の所得
割とどちらを使用するのですか？

政令指定都市に住民登録があった方については、「税源移譲前所得割」を使用
します。(入所審査時・保育料算定時)

39 その他
４月に内定したのだが、いつごろ保育料の決定通知等はもらえます
か？

３月下旬に送付します。

40 その他提出書類のこと

両親ともに、令和３年１月１日時点で狛江市外に住民票を置いてい
ました。仕事で育児休業を取得していた期間、配偶者の扶養に入っ
ていたので収入がないのですが、この場合でも、私の課税（非課
税）証明書の提出は必要ですか？

配偶者の扶養に入っていることが証明できるのであれば、提出は不要です。質
問の場合だと、夫分の課税証明書にて扶養が確認できるため、妻分の課税（非
課税）証明書の提出は不要です。
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新年度申込に関して、寄せられたお問合せとそれに対する回答を一覧にしております。ご不明点等あった場合の参考資料としてご活用ください。
なお、令和５年度新年度申し込みの際には、内容が改められる可能性がございますので、必ず『令和５年度入園のしおり』をご覧ください。
変更点はしおりの最初のページにまとめられます。

41 その他提出書類のこと

以前に「A認証保育所」にいて、今は「あ認可保育園」にいる。今回
の申込では「い認可保育園」へ転園を考えていますが、「受託証明
書」は必要ですか？しおりには過去のものは提出と書いてありま
す。

必要ありません。
今回の場合は「あ認可保育園」から「い認可保育園」への転園となりますの
で、認可外保育施設に在籍していた内容を調整指数へ反映することはありませ
ん。
過去の受託証明書も必要となる場合は、以前「A認証保育所」、現在「B認証
保育所」に通っていて、認可保育園への新規入園を考えている場合のみとなり
ます。２つの認証保育所をすき間なく利用されているかどうかの確認をするの
で、過去の受託証明書も必要としています。


