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令和２年度 
昭島市子ども子育て利用者支援だより 

認 可 保 育 施 設 

入 所 申 請 特 集 

令和 3 年度４月認可保育施設入所申請について 

令和２年１２月１日（火）～１２月１４日（月） 

         受付場所  市役所１階 １０２会議室 

        受付時間  ８：３０ ～ １７：００ 

  休日受付 １２月 ６日（日） ９：００ ～ １７：００ 

  夜間受付 １２月１０日（木）１１日（金）１４日（月） 

        １７：００ ～ １９：３０（市役所１階１７番窓口） 

体調の悪い場合は 

日を改めて、期間中

にお越しください。 

入所を希望する施設の見学はお済みですか？まだの方は電話連絡してから見学に行きましょう。 

保育方針を理解し、毎日通所すること等を考慮して申し込むことが大切です。 

１１月より配付スタート！ 

※閉所日・休館日を除く 

＜配付場所＞ 

市役所1 階17 番窓口  

各認可保育施設 

東部出張所・武蔵野会館・緑会館 

保健福祉センター「あいぽっく」 

児童センター「ぱれっと」 

環境コミュニケーションセンター 

アキシマエンシス校舎棟 

各子育てひろば 

令和３年度のしおりをよく読んで準備してください。記入漏れや不足書類があると受付

できない場合があります。 

１１/２より市役所１階１７番窓口 
に掲示します。 

クラス年齢は令和３年4 月1 日時点の年齢で見て 

ください。電話問い合わせや利用者支援員の出張相談

でも知ることができます。（出張先はP.4 参照） 

希望施設見学 

入所のしおりには 

・申請・添付書類様式 

・手続き方法 

・選考基準 

・各施設の開所時間 等 

詳細が載っています。 

 

よく読んでから 

準備をしましょう。 

会場内ではお待ち 

いただけませんので

ご了承ください。 

○就労証明書の様式が変更になりました。 

 （Ｐ.4 参照） 

○令和２年 12 月１日より昭島ドリームが認可保育

施設になりました。 

○福島保育園（本園）の定員が増えます。 

書 類 の 準 備 

個人番号（マイナンバー）記入欄について 
申請書に記入されたマイナンバーを確認するため、申請者（原則世帯主）の通知カードまたはマイナンバー 

カードの原本をお持ちください。※持参できない場合はマイナンバーを記入せず空欄のままにしてください。 

◆保護者それぞれの、保育が必要な事由を証明する書類が必要です。事由により異なりますのでしおりで確認してください。

（入手に時間がかかる場合があるため、余裕をもって準備してください。） 

◇提出書類により選考指数が決まります。 

◆申請者は原則「世帯主」の方になります。申請者が来庁できない場合は、保育施設入所申込みチェックシート裏面の 

委任状に記入が必要です。 

◆利用希望施設は第６希望まで記入できます。 

◇保育方針をはじめ、開所時間や時間外保育等も施設により異なりますので、ご家庭に合うか確認してから申請してください。 

◆きらり通信「認可保育施設特集」に見学のポイント、認可保育施設一覧表等、保育施設選びに役立つ情報を掲載しています。

ぜひ参考にしてください。（市のホームページからも見ることができます。） 

令和３年度入所のしおり 令和３年４月募集予定人数 

令和３年度から変更になる点 
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こんな場合の申請は…                     

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

入所後に月64 時間以上の勤務時間で就労する契約等がある場合は、下記の証明により申請できます。 

①就労証明書の就労時間欄に、入所後の勤務時間を記入 

 ②直近の就労実績欄には、現行の実績を記入 

 ③備考欄に「入所後、証明の通りに勤務変更予定」と記入 

＜求職活動を開始されている場合＞  

求職活動実績申告書と活動を証明できる書類（合否通知、企業からの通知等）の提出により、求職活動が常態と判断され 

審査の際、加点がつく場合有り（申請前月に週2 日以上の活動が目安）入所した月に就労開始が必要 

求職活動の事由で申込みができます。保育短時間で３か月の期限付き入所となります。 

＊入所後は月64 時間（目安として週３日１日６時間、または週４日１日４時間）以上の仕事に 

就き、就労証明書を提出 

＊毎月の求職活動の状況報告を求める場合有り 
  

派遣元の会社が記入した就労証明書を提出できれば就労事由で申請できます。 

＊入所後は就労証明書に記入された時間数の就労が必要です。記入された時間数と異なる場合は退所になる場合有り 

＊就労証明書が提出できない場合は求職活動事由で申請 

＊派遣先未定のため、通勤時間を含めずに審査する場合有り 

育児休業から復職する 

★復職月の前月から申請できます。 

4 月入所申請が可能なのは以下の方 

☆復職予定日が4 月、または5 月の方 

※両親共に育休を取っている場合は、父母 

どちらかは４月１日までの復職が必要 

 

☆復職予定日は6月以降だが育児休業を短縮し、 

4 月または5 月に復職可能な方 

※就労証明書に短縮可能月の記入が必要 

 

保留になり、申請月以外の月に入所が決定した 

場合は、入所月末日までに復職が必要です。 

★お子さんが1 歳を迎える前月から2 歳を迎える月までの申込みの場合 

育児休業を証明する書類の提出により調整指数（＋３点）がつきます。 

以下のいずれか一つ

☆育児休業給付金支給決定通知書 

☆育児休業手当金の明細書・育児休業.承認書（公務員の方） 

☆育児休業承認書等、勤務先が育児休業取得を証明した書類 

育児休業から復職の申請は、就労証明書に記載されている復職予定月の末日までに元の職場に復職することが前提

です。保育施設に入所して復職後、復職証明書を提出する必要があります。申請時の就労証明書に記載された契約

時間と異なる場合や、期限内に復職が確認できない場合は、退所となる場合がありますのでご注意ください。 

集中受付期間に両年度分の申請ができます。 

令和3 年度の様式で用意した書類全てをコピーし、原本とコピーの書類2 セットを準備してください。 

令和3 年度4 月分    → 原本      

令和2 年度1 月～3 月分 → コピー   

令和２年度（１・２・３月）と令和３年度４月の申請をする 

現在の勤務時間が月６４時間未満の場合 

派遣社員だが申請する時点で、まだ派遣先が決まっていない 

これから求職活動を始める ご注意ください！ 
両親ともに 

求職中の場合は 

申請できません。 

★現在は育児休業中だが、元の職場に復職しない予定の場合 

育休をとっている職場を退職し、改めて仕事を探して就労する場合 

  ⇒ 求職活動の事由で申請 

４月からの転職先が決まっている場合  

⇒ 就労内定で申請（４月から働く勤務先の就労証明書を提出） 

＊利用希望期間と印の欄は空けてコピーし、それぞれ記入、押印 

＊コピーの余白に「原本は4 月入所に提出」と記入 



3 

 

 

 

 

 

 

 

【例１】 

 

 

 

 

 

【例２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

疾病・障害があるお子さんの入所を申請する場合 
集団保育が可能であることが基本となります。医師に保育施設の入所が可能か確認してください。 

申請する前にお子さん同伴で、子ども子育て支援課窓口にご相談ください。 

（事前に電話連絡をお願いします。） 

 

申請には医師の診断書または情報提供書が必要です。診断書には必ず以下の記載を依頼してください。 

 ①集団保育の可否 

 ②医療行為の有無（有りの場合は医療行為の内容） 

 ③保育にあたっての注意事項 

令和2 年度市・都民税決定通知書または 

課税（非課税）証明書の写しが必要 

（令和2 年1 月1 日時点の住民登録地で取得） 

調整指数の減点（－1 点）があります。 

保育を必要とする証明書（就労証明書等）を 

提出すると、減点はありません。 

自営業の中心者の場合 

添付書類（就労証明書の裏面に詳細有） 

とタイムスケジュール表の提出が必要 

出産の事由での申請 

入所期間：分娩予定月と前後2 か月の5 か月間

（多胎児は前後3 か月の7 か月間） 

※期限日をもって退所 

再度入所希望の場合、改めて入所申請が必要 

母 

会社員 

就労事由 

祖母 

60 歳 

パート勤務 

母 

妊娠中 

分娩予定6 月 

出産事由 

令和2 年3 月に昭島市に転入 

父 

自営業 

（中心者） 

就労事由 

【提出書類】 

教育・保育給付認定申請書 

保育所等利用申込書 

就労証明書（父） 

確定申告書の写し 

タイムスケジュール表 

母子手帳（表紙と分娩予定日 

記載ページのコピー） 

【提出書類】 

教育・保育給付認定申請書 

保育所等利用申込書 

令和2 年度課税証明書（父） 

令和2 年度課税証明書（母） 

就労証明書（父） 

就労証明書（母） 

就労証明書（祖母） 

お ね が い 

現在妊娠中のお子さんを令和 3 年度４月入所で申請する場合 
出産予定で申請することができます。ただし、入所可能になるのは令和3 年2 月3 日までに出生されたお子さんとなります。

母子手帳の表紙と分娩予定日が記載されているページのコピーを添付してください。 

2 月4 日以降に出生した場合は、取り下げ手続きが必要となります。（保育施設入所は生後57 日目から可能となるため） 

令和２年１月２日以降に 

昭島市に転入した場合 

◇ご家庭によって提出書類は異なります◇ 

認可外保育施設に入所して就労している方が申請する場合 
入所申請の時点で、就労の事由により認可外保育施設に入所していた実績が3 か月以上ある場合、保育受託証明書（しおり内

に様式有）を提出すると調整指数がつきます。 ※通っている認可外保育施設が記入 

就労事由の入所実績   ３か月以上 ⇒ ＋１点 

１年以上  ⇒ ＋２点 

市役所からお客様の記載された電話番号に連絡してもつながらないことがあります。 

入所に関する大切なお知らせが速やかに伝わるよう、設定をお願いします。 

  子ども子育て支援課子ども子育て支援係   042-544-5111 （内線2162～2165） 

                       042-544-4189 （直通） 

電話番号登録 

のお願い 

父 

会社員 

就労事由 ６５歳未満(入所時点)の 

祖父母と同居の場合 
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会場 11 月 開催日 開始時間 

アキシマエンシス校舎棟 

（つつじが丘3-3-15） 
1 階交流室 9（月）、16（月） 

10:００ 

11:００ 

13:００ 

14:００ 

15:００ 

（各45 分間） 

武蔵野会館 

（中神町1172-1） 

1 階休養室 

（和室） 
11（水）、25（水） 

堀向会館 

（美堀町2-6-11） 
１階集会室 12（木） 

福島会館 

（福島町1-19-1） 

1 階第1 休養室 

（和室） 
17（火） 

緑会館 

（緑町4-13-26） 

2 階休養室 

（和室） 
18（水）、26（木） 

 

子育てひろば  

なしのき・ほりむこう・りんご・さくらんぼ・くるみ 

相談日時：金曜日（巡回）※日程は問い合わせください。 

     9:30～11:30（受付11:15 まで） 

子ども子育て支援課子ども子育て地域支援担当 

場  所：昭島市役所1 階17 番窓口 

相談日時：月～金曜日（祝日は除く） 

8:30～17:00（受付16:45 まで） 

連 絡 先：042-544-4190（直通） 

042-544-5111（内線2170・2171） 

※電話相談も行っています。 

保健福祉センター「あいぽっく」 

相談日時：毎週火曜日（祝日は除く） 

     9:00～16:00 （受付15:45 まで） 

※11 月の相談予約はできません。 

完全予約制（先着順） 

10 月 26 日（月）～ 

電話にて受付開始 

月～金曜日(祝日を除く) 

9:00～16:00 

※9:00 前の予約不可 

042-544-5111 

（内線2171） 

◇お住まいの近くの会場で、お子さんをあそばせながら相談できます。 

◇募集人数の情報提供、申請書・添付書類の確認等ができます。 

◇新型コロナウイルス感染拡大防止のため、検温等のご協力をお願いします。 

子ども子育て利用者支援「ぽっけ」 

（アキシマエンシス校舎棟1 階） 

相談日時：月、水、木曜日（祝日は除く） 

     9:00～16:30（受付16:00 まで） 

     正午～13:00 を除く 

連 絡 先：042-519-2218 

電話相談・問い合わせ：042-544-4190（直通） 

そんな時はお気軽に

「子ども子育て利用者支援員」にご相談ください。

持ち物チェック 

□印鑑（シャチハタ不可） 

□本人確認証明書 

（申請に来庁される方のもの）     

□マイナンバーカードまたは通知カード 

 ※Ｐ.１参照 

□保育施設入所申込みチェックシート 

委任状（申請者以外が来庁する場合記入） 

□教育・保育給付認定申請書 

保育所等利用申込書    

□保育事由を証明する書類 

（保護者それぞれの分） 

□調整指数の証明書・添付書類 

（必要な場合）      

＜就労事由で申請の場合＞  

就労証明書 様式が変わりました。（国の標準様式も使えます。） 

保護者それぞれの分の提出が必要です。 

勤務先の証明となり、保護者の加筆修正はできません。受け取る際に 

記入漏れ等がないか、確認してください。 

必須項目に漏れがあると受理できません。 

◆11 月１日以降の証明日付が有効  

◇社印、責任者印（朱肉の角印等）の押印 

◆訂正は社印等の訂正印が必要 ※修正液等の訂正不可 

◇学童クラブとの併用不可 

 

自営中心者の方 就労証明書裏面に記載の書類を添付して提出 

 

育児休業から復職の方 №11～14 の記入必須 

 

申請前に確認しよう 

★出張相談★ 


