
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

変 更 前  指数 変 更 後 指数 

双子以上の多胎児が同一保育施設に入所を希望する場合 ＋2 双子以上の多胎児が同時に保育施設に入所を希望する場合 ＋3 

兄弟姉妹が既に入所している保育施設への入所を希望す

る場合 
＋2 

兄弟姉妹が既に入所している保育施設への入所を第一希望

にする場合 
＋2 

年齢制限がある小規模保育施設等を卒園し、別の保育施

設に入所する場合 
＋3 

年齢制限により連携園のない地域型保育事業所を卒園し、他

の保育施設の利用を希望する場合 
＋5 

  保育従事者又は保育従事予定であることが証明された場合 ＋1 

居宅内自営の場合（勤務先が自宅と同一） －1 

 削   除 
親族が経営している事業所に就労し、配偶者控除又は扶

養控除の対象者になっている場合 
－1 

第1 希望に入所できず1 年以上経過したときに、第１希

望の保育施設への転所を申請した場合 
＋2 

育児休業明けの申請で出産した子が第１希望以外の保育

施設に入所している場合 
＋2 

 

2019 年度 

入所申請について 

～ちょっと待って！2019年度申請では、ここが変わります！～ 

まもなく保育所入所申請が始まります。申請までになにをしておけばいいのか？余裕を持って準備を

進め、慌てず申請をしましょう。 

2019年度4月入所申請期間が決まりました! 

集中受付期間（一次受付） 

平成３０年１２月３日（月）～１２月１４日（金） 
 
受付場所  昭島市役所１階 102 会議室 

受付時間  8 時 30 分～17 時 

夜間受付  12/12(水)13(木)14(金) 

       17 時～19 時 30 分 

休日受付  12/9(日) 

       9 時～17 時 

求職活動中で申請する場合はご注意ください。 

入所申請月の前月の活動記録（様式有） 

活動を証明できる書類（合否通知、企業からの通知等） 

入所後、基本的に１か月以内に就労することが目安となります。 

※審査の際、提出された証明書等で、活動中とみなすかを判断いたします。 

 優先項目にも追加 

調整指数の変更 

求職活動が常態となっているか確認します。目安としては、週２日以上活動しているかを見ます。 

 入所選考は、先着順では 

ありません。 

毎年、初日は大変混雑いた

します。お時間に余裕を持

ってお越しください。 

なお、提出書類を全て揃え

てから、申請にお越しくだ

さいますようご協力お願い

申し上げます。 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

2019 年度４月 

「募集予定人数」を確認しよう！ 

１１/１より掲示予定！ 
 
＜場所＞ 

市役所１階１７番窓口子ども子育て支援課 
 

※支援員の出張先でも知ることができます。 

申請までの道のり 
募集人数確認 

書類準備 
申 請 

「2019 年度入所のしおり」 
  

11/1 より配付スタート！ 
 

＜配付場所＞ 

昭島市役所 各保育園 東部出張所 武蔵野会館 

保健福祉センター「あいぽっく」 

児童センター「ぱれっと」 

子育て･つどいのひろば「なしのき」「ほりむこう」 

「りんご」「さくらんぼ」「くるみ」 

環境コミュニケーションセンター 

A さんの場合 

母：求職中 父：自営業 
（中心者） 

子：１歳 

・支給認定申請書、利用申込書 

・就労証明書（父） 

・自営を証明する添付書類 
 
※母は求職中のため書類なし 

B さんの場合 

父：会社員 母：育児休業中 
 （５月復職） 

子：０歳７か月 
  (11 月時点) 

・支給認定申請書、利用申込書 

・就労証明書（父） 

・就労証明書（母） 

・育児休業給付金コピー 

・平成30 年度課税証明書（父母） 
※平成30年２月に昭島市に転入してきた。 

C さんの場合 

＜必要な書類＞ 

父：会社員 母：妊娠中 
 （６月出産予定） 

子：2 歳 

・支給認定申請書、利用申込書 

・就労証明書（父） 

・母子手帳 

書類準備 

＜申請に必要な書類＞ 

＊支給認定申請書・利用申込書(２枚綴り) ＊事由を証明する書類 ＊調整指数の証明書(必要な方) 

＜その他の持ち物＞ 

 ＊マイナンバー ＊身分証明書 ＊印鑑 ＊委任状(世帯主以外が申請に来られる場合必要) 

（保護者それぞれ必要です。） 

ご注意！ 
保護者それぞれが求職中

（書類が出せない場合も

含む）は申請できません。 

ご注意！ 
出産要件で申請の場合、 

分娩予定月と前後2 か月 

の５か月間の入所になり

ます。この場合、８月末で

退園となります。 

提出書類を基に点数が算出されます。「しおり」をよく読んで必要な書類をそろえましょう 



 

 

こんな場合の申込み手続き 

出産予定がある 
分娩予定日が 2019 年 2 月 3 日までの場合、出生予

定で申請できます。（分娩予定日2 月4 日以降でも可）

ただし、出生が 2 月 4 日以降になった場合は、取り下

げとなります。 
  

＜必要書類＞ 母子健康手帳の表紙と分娩予定日記載

のページのコピー 

現在就労しているが、勤務時間が 
月６４時間未満の場合 

入所後は月 64 時間以上の勤務時間で就労できる場合

は申請できます。 
  
注意！ ①就労証明書の就労時間記載欄に、入所後の勤務

時間を記載 

②就労実績欄には、現行の実績を記載 

    ③備考欄に現在の就労状況を記載してもらい、入

所後上記の就労形態に変更予定と記載 育児休業からの復職 

★復職月または短縮可能月の前月から申請可能 

★お子さんが１歳を迎える前月から２歳を迎える月までに 

入所申請し復職する場合のみ加点有 
  

＜必要書類＞ 育児休業を証明する書類 

     例）育児休業給付金支給決定通知書等 
  
 注意！ 育児休業とは、育児休業法に基づくものとする。 

     育児休業復職予定年月日を確認しましょう。 

復職予定年月日  

2019 年5 月○日 → 4 月申請可能 

     2019 年8 月○日や2020 年4 月○日→4 月申請不可 

     ただし、育児休業を短縮し早期復職ができる場合は 

     短縮可能月が、2019 年5 月までであること 

他市へ転居予定がある場合 
転居先の市に「申請期間」「申請条件」「必要な提出

書類」等の確認をしてください。 

 

注意！ 住民票のある市からの申請となるため、他 

市の申請期間内に間に合うよう１週間前ま

でに、昭島市に書類提出をしてください。 

お子さんが大きな疾病や障害がある場合 
 

申請をされる前に、必ずお子さん同伴のうえ子ども子

育て支援課窓口にご相談ください。 

なお、申請には医師の診断書または指示書が必要にな

ります。 
 

注意！ 集団保育が可能であることが基本 

 
★様式が変更になっています。 

新しい様式（2019 年度用）か確認してください。 
 
★就労証明日は、11 月以降に証明したものが有効 
 
★記入漏れがないか、良く確認して受け取りましょう。 

 ・3 か月の実績又は予定は記載されていますか？ 

  ＜就労している場合＞実績を記入 

  例 11 月に証明する場合、8 月･9 月･10 月の実績 

  ＜育休からの復職の場合＞予定を記入 

  例 5 月復職予定の場合、5 月･6 月･7 月の予定 

  ＜就労内定の場合＞予定を記入 

  例 4 月就労内定の場合、4 月･5 月･6 月の予定 
 
★育児休業から復職の場合、復職年月日の記載を確認 

 復職予定日より早めて復職される場合は、「短縮可能月」の記載

が必要 
 
★社印と代表者印は押されていますか？(朱肉印があること) 

 本社が遠方等にある場合は、代表者印を支店長印に代えることが

可能 

○注会社名等は、手書きではなくゴム印で 

代表者印は、個人の三文判（印）ではなく代表者印を 
 

★自営の証明書類にタイムスケジュール表が加わります。 

 

 ★申請者は、「世帯主」の方になります。 

  申請時に来庁できない場合、「委任状」が必要 

 ★「マイナンバー」を確認します。 
  申請時、「マイナンバー」が確認できる書類と身分証

明書を持参 

書類準備の注意事項 

就労証明書 

  

★希望園は、第１希望～第６希望まで記載できます。 

希望する保育施設、通園できる保育施設を記載すること 

(入所決定してから、「取り下げ」のないように) 

希望する保育施設は、全て見学を済ませておくこと 

希望園は、単数より複数エントリーしたほうがよいです。 
 

★希望する保育施設の利用時間を確認しましょう。 

 各保育施設により、「開所時間」「保育時間」が異なりま

す。ご家庭に合った保育時間か確認しましょう。 

希望園の記載 

申請者は世帯主 

  

 転園決定後に辞退した場合は、入所していた保育施
設はいかなる理由があっても「退園」になります。 

 よくご検討したうえで、申請しましょう。 

転園希望の場合 

  

★市役所の電話番号を登録してください。 
 市役所からの問い合わせや入所決定の連絡をする際 
 お客さまの記載された電話番号につながらないこと

が増えています。 

電話番号登録 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談場所 実施日 時間（各45 分間） 

昭島市役所 

（田中町1-17-1） 

11/12（月）、13（火）、19（月） 

  20（火）、26（月）、27（火） 10：００ 

11：００ 

13：００ 

14：００ 

15：００ 

福島会館 

（福島町1-19-1） 
11/15（木） 

武蔵野会館 

（中神町1172-1） 
11/22（木） 

子育てひろば ほりむこう 

（美堀町2-6-11） 
11/30（金） 

 

私たち利用者支援員は、お子さんの預け先など各家庭の相談をお受けしながら、認可保育所、認可

外保育施設、幼稚園、一時預かり保育など、さまざまな保育サービスの情報提供をしています。 
 

  ☆保育施設に入れたいけど、申込みはどうすればいいの？ 

☆保育施設の空き状況を知りたい 

☆保育園手続きの書類の書き方がわからない？ など 

4 月入所申込み（集中受付）に向けた個別相談会を実施します。【要予約（先着順）】 

小さなお子さまをお連れの方は、遊ばせながら相談できるお部屋を用意しています。 

＜お問い合わせ・ご相談＞ 

子ども子育て支援課子ども子育て地域支援担当 昭島市役所1 階１７番窓口  

電話番号：042-544-4190（直通） 042-544-5111（代表）内線2170・2171 

相談時間：月曜～金曜日(祝日は除く) 8：30～17：00（受付は16：45 まで） 
 

受付時間 ９：００～１６：００  電話番号 042-544-5111 内線2171 

子育てひろば・つどいのひろば 
相談日時：毎週金曜日（巡回） 

     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：月曜～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（代表）内線2170 

※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：毎週月曜・火曜日(祝日は除く) 

     9:00～16:00 (受付15:45 まで) 


