
Ｎｏ テーマ 質問 回答

1 募集
令和５年度４月一次の入所見込み人
数を教えてください。

令和５年度入所見込み（令和４年10月14日時点）を10月14日から厚
木市ホームページ及び保育課窓口で公開します。
また、保育課へ電話でお問い合わせいただくことも可能です。

2 見学
入所申込みに保育所等への見学は
必要でしょうか。

保育方針、諸費用、除去食対応等、施設によって違いがありますの
で、見学等で確認することをお勧めしておりますが、新型コロナウイ
ルス感染症対策のため、施設によって対応が異なります。対応方法
等は、直接、施設にお問い合わせください。
なお、施設によっては、見学や面接がお済みでない場合、入所決定
することができないことがありますので、御了承ください。

3 見学
上の子の申込み時に見学した等、
以前に見学したことがある場合は、
見学しなくてもよいでしょうか。

前回の見学時から、園での保育内容等が変更となっている場合があ
ります。再度見学が必要か、希望施設へお問い合わせください。
なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、施設によって対応が
異なります。対応方法等は、直接、施設にお問い合わせください。

4 点数表
入所選考についての点数表は入手で
きますか。

「厚木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整
に関する基準」を厚木市ホームページで公開しています。
また、市役所本庁舎３階の市政情報コーナーで閲覧、コピー（有料）
することもできます。

5 申込み
令和４年度内の入所申込みをしてい
れば、令和５年度の申込みはしなくて
もよいでしょうか。

申込みは年度ごとに必要です。令和４年度に保留中の方も、改めて
申込みをしてください。

6 申込み
申請書は、早く提出した方が
有利になりますか。

先着順ではありませんので、有利にはなりません。
「厚木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整
に関する基準」に基づき指数化して点数の高い方から入所決定（内
定）をします。
不備があった場合などは、再度書類を整えていただくことがあります
ので、日程には余裕をもってお申し込みください。

7 申込み
保育課の窓口で申請書に記入するこ
とは可能でしょうか。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での提出をお願いし
ます。書類作成中の不明点などは、電話でお問い合わせください。

8
申込み
郵送

郵送での申込みとなっていますが、
他の用事で市役所へ訪れた際、
保育課の窓口へ提出することは可能
ですか。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での提出をお願いし
ます。
なお、郵送提出書類については、受付期間内消印有効としておりま
す。

9
申込み
郵送

申請書一式はダウンロードをし、郵送
での提出を考えています。確実に届く
か心配なので追跡可能なレターパック
の利用を検討していますが、送付方法
について決まりはありますか。

特に決まりはありませんが、申請書は折らずに角２サイズの封筒で
送っていただけると幸いです。郵便事故等を心配される方は、配達
証明等の補償を付けて御提出ください。
なお、封筒の表面には厚木市ホームページに掲載の宛名紙を貼って
ください。印刷ができない方は、封筒に直接書き込んでください。

10
申込み
郵送

締切日に投函しても
間に合いますか。

締切日以降に届いた書類のうち、消印が申込期間内有効で内容に
不足のない場合は審査いたします。不足書類があった場合は不認定
となり、審査を受けることはできません。期日には余裕をもって御提
出ください。
※よくある質問No.11～13を御覧ください。

11
申込み
郵送

間に合うと思って郵送したが、間に合
わなかった場合はどうなりますか。

書類到着後、未記入や不足等の内容を確認し、『受領したことをお知
らせする通知』を郵送いたしますので、御確認ください。
※締切日以降に提出された場合、４月一次ではなく、二次の入所審
査の対象となります。

12
申込み
不備不足

書類に不備があった場合、どうなりま
すか。

不備通知を郵送、または担当者から確認の連絡をしますので、期日
までに必要書類を御提出ください。期日までに提出がなかった場合
は、審査を受けることはできませんので、『不認定通知』を郵送いたし
ます。

令和５年度入所申込み　よくある質問
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13
申込み
不備不足

「不備通知」、「書類の再提出通知」が
届きました。
どうすればよいでしょうか。

審査に影響が出ますので、通知に記載された期限までに書類等を御
提出ください。
※期日までに提出がなかった場合は、審査を受けることはできませ
んので、『不認定通知』を郵送いたします。

14
申込み
きょうだい

きょうだいで同時に申し込みます。
申請書や就労証明書は
どのように用意すればよいでしょうか。

きょうだいで同時に申し込む場合、申請書・利用申込補助票は、児童
１人につき各１通必要です。就労証明書等、保育の必要性を確認す
るための書類は、きょうだい共通で保護者分（父・母それぞれ）が１部
ずつ必要です。ただし、きょうだいでも希望園が異なる場合は、コピー
も御用意ください。
なお、郵送に使用する封筒は、１つで構いません。

15
申込み
きょうだい

きょうだいで申込みを考えています
が、申込みの時期が違う場合、先に提
出した就労証明書は転用できますか。

申込みの時期が異なる場合、証明の有効期限等により使用できない
ことがありますので、お手数ですが、改めて一式を御用意ください。

16
申込み
書き方
希望園

希望園は１つしかないのですが、すべ
て同じ園を書いてよいでしょうか。
また、第１希望から第３希望まですべ
て埋めなければならないのでしょう
か。

希望する園が1つしかないのであれば、第１希望のみ記入で構いま
せん。第１希望から第３希望まで記入する場合は、異なる施設を、通
わせたい順に書いてください。

17
申込み
書き方

各申立書の上段にある希望施設名
は、第１希望園を記入すればよいで
しょうか。

そのとおりです。
書式によっては下段の場合もありますので御注意ください。

18
申込み
書き方

利用申込補助票の児童送迎欄の
保育所は、第１希望園で考えれば
よいでしょうか。

第１希望園での送迎方法、所要時間を記入してください。

19
申込み

身元確認用
添付書類

保護者（父と母）の顔写真付き身分証
明書のコピーは、２枚必要ですか。

顔写真付き身分証明書のコピーは、個人番号届出書に記名の保護
者分を１枚付けてください。※書式の裏面も御覧ください。

20
申込み

就労証明書

申請書セットの中に就労証明書が２枚
入っていますが、ダブルワーク分や、
同居祖父母の分が足りない場合はど
うしたらよいでしょうか。

ダブルワークやトリプルワークの場合でも、就労証明書はそれぞれ
御用意ください。用紙が足りない場合は、コピーしていただくか、市
ホームページからダウンロードしてください。

21
申込み

就労証明書

【勤務先からもよくある質問です】
育児休業を取得していますが、就労証
明書の「直近の就労実績」はどのよう
に記入すればよいでしょうか。

育児休業により直近期間において１か月分の就労実績がない場合
は、育児休業取得月を除き、育児休業取得前の就労実績も合わせ
て記載してください。

22
申込み

就労証明書

【勤務先からもよくある質問です】
育児休業を取得中ですが、就労証明
書の「復職（予定）日」は会社と調整を
した日付を記入すればよいでしょう
か。

証明書発行事業所において取得中の育児休業に係る復職（予定）日
について証明書発行事業所が証明日時点で把握している年月日を
記載してください。

23
申込み

就労証明書

【勤務先からもよくある質問です】
育児休業を取得していますが、就労証
明書の「育児休業の取得（予定）期間」
において、最長取得可能期間がある
場合は、どのように記入すればよいで
しょうか。

育児休業の取得中（又は予定）期間のほかに、最長取得可能期間が
ある場合は、延長「可」とした上でその期間を記載してください。

24
申込み

就労証明書

【勤務先からもよくある質問です】
訂正する場合はどのようにすればよい
ですか。

就労証明書を訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引き、訂正箇所
の隣に担当者名を記入してください。
なお、修正液や修正テープ等の使用はお控えください。

25
申込み

就労証明書
就労証明書の証明日は、
何か月前まで有効ですか。

令和５年度４月入所用は、令和４年10月１日以降の証明日のものが
有効です。

26
申込み
育児休業

育児休業からの復職に関する申立書
は、会社に書いてもらうものですか。
また、復職予定日はいつの日付を記
入すればよいでしょうか。

申立書は、保護者が記入してください。復職予定日は、就労証明書
の育児休業期間や復職日を確認、職場との調整の上、入所希望月
の翌月15日までの日付を記入してください。
※在園児がいる場合は、保育のしおり８ページを御覧ください。
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27
申込み
育児休業

育児休業給付金支給決定通知書が
手元にない場合は、どうすればよいで
しょうか。

入所申込みが給付決定通知前で、育児休業給付金支給決定通知書
が届いていない場合は、雇用保険被保険者証（健康保険証ではあり
ません。）のコピー、共済加入者は辞令のコピーが必要です。いずれ
かのコピーがない場合、入所申込みの受付はできますが、審査に影
響があります。
なお、決定通知書が届き次第、コピーを追加で御提出ください。

28
申込み
育児休業

育児休業給付金支給決定通知書の
コピーはすべて必要ですか。

最新の通知書のコピーを御提出ください。

29
申込み
妊娠・出産

これから出生予定の児童は
入所申込みをすることはできますか。

出生後でなければ入所申込みをすることはできません。
お子さんの出生届出後に申込みをしてください。

30
申込み
妊娠・出産

現在、就労中ですが、妊娠が判明し、
出産を予定しています。入所要件は就
労か、妊娠・出産、どちらになります
か。

入所希望月が出産(予定)日の前８週(多胎妊娠の場合は産前14週)
を含む月の初日から産後８週を経過する日の翌日を含む月の月末
までが妊娠・出産要件となります。

31
申込み
障がい
アレルギー

障がいやアレルギーがあると
入所に不利となりますか。

お子さんの障がいやアレルギーの有無によって入所の優先順位が
変動することはありません。
ただし、特別の配慮が必要な場合、保育士の配置等の都合により、
入所ができないことがありますので、申込み前に入所を希望する施
設に御相談ください。
また、特別な配慮が必要であるにも関わらず、その事実を市又は保
育所等に伝えなかった場合、入所決定を取消すことがありますので、
御注意ください。

32
申込み
求職

求職中で申込みをしましたが、仕事が
決まりました。いつまでに就労証明書
を提出すればよいでしょうか。

入所希望月の締切り（消印有効）までに提出があれば、
その証明内容で審査します。

33
申込み
求職

求職で入所が決まった場合の
認定期間はどうなりますか。

入所月から２か月間の認定期間となります。
例）４月に入所した場合、５月末までの認定期間

34
申込み
単身
赴任等

父が単身赴任で別居しています。
保育を必要とする事由を確認できる書
類の提出は、子どもと同居している保
護者（母）分のみ提出すればよいので
しょうか。

保護者が単身赴任等で別居している場合であっても、保護者（父と
母）の保育の必要性の事由を確認できる書類が必要です。
また、離婚はしておらず、婚姻状態（離婚調停中は除く。）のまま別居
している場合も同様です。

35

申込み
市外から
転入
・

厚木在勤

夫と離婚前提の別居を予定しており、
子どもと母親だけで厚木市への転入
を考えています。居住先は市内の賃
貸物件を契約するのですが、締切りま
でに転入先の住所がわかるものを提
出できない場合、申込みはできないの
でしょうか。

転入予定で市外から申込みの方は、転入先の住所がわかるものを
出していただくことにより、市民として審査を受けることができます。
締切り時点で転入先の住所がわかるものが提出できない場合は、転
入予定としての取り扱いができません。
ただし、厚木市内で就労（予定）であれば、在勤要件での申込みが可
能です（利用調整は市民優先）。
※４月の入所申込みについては、一次申込みと二次申込みがありま
す。転入予定、在勤によって受付時期が変わりますので、保育課へ
お問い合わせください。

36
申込み
市外へ
転出

厚木市内の保育所を申込みました
が、入所決定後に厚木市から市外へ
引越しをしました。
必要な手続はありますか。

保育所等に通うための「教育・保育給付認定」は、住民票がある市町
村で受ける必要があるため、市外へ引越し(転出)をした場合、申込み
は取下げ扱いとなります。速やかに「取下げ・辞退届」を厚木市保育
課に提出し、厚木市の保育所を希望する場合は、転出先の保育所
担当課で再度手続が必要です。
厚木市の保育所等へ入所が決定していても、入所月１日時点で厚木
市に住民票がないと入所取消しとなりますので御注意ください。（保
育士等の場合を除く。）
※保育のしおり５～８ページを御覧ください。

37
申込み
祖父母

65歳未満の祖父母と別居（世帯分離）
していますが住民登録上は同じ住所
です。建物の玄関も別々にあります
が、同住所の場合は同居扱いとなり、
祖父母の書類も必要ですか。

二世帯住宅または、敷地内別棟にお住まいで生計が別の方は、別で
あることがわかる書類（各世帯における公共料金等同月領収書のコ
ピー）が必要です。
※提出書類チェックリストのNO.９を御覧ください。
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38
申込み
祖父母

65歳未満の祖父母と同居しています。
祖父母が就労していない場合や、就
労証明書が提出できない場合、入所
申込みはできないのでしょうか。

入所申込みはできますが、審査に影響が出ます。
なお、同居祖父母の求職活動中に関する申立書の提出は不要で
す。

39
申込み
転園

転園の申込みに必要な書類を教えて
ください。

転園申請書のほか、新規申込みの書類一式が必要です。

40
申込み
転園

転園が決定した後、利用を辞退して元
の保育所等に戻ることはできますか。

転園が決定した場合、いかなる事情においても、元の保育所等に戻
ることはできません。

41
申込み
転園

転園の申込みは不利になりますか。

「厚木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整
に関する基準」に基づき指数化して優先順位を判断しますが、減算
（－４）となります。
ただし、在籍している保育所等を入所希望月の前月末で退所する書
類（保育実施解除届）を提出した場合は減算対象とはなりません。
なお、きょうだいが別々の園に通っており、どちらかの園に転園申込
みをする場合は、減算（－４）はありませんが、兄弟加点（＋２）もあり
ません。

42
希望園
変更

入所申込みをしましたが、希望園の
追加・変更をすることはできますか。

利用申込内容変更届を提出することにより、希望園の追加・変更が
できます。入所希望月の締切（消印有効）までに提出があれば、その
内容で審査します。
※希望園変更とは…希望園・希望順位の変更、希望園の追加、兄弟
姉妹での申込み内容（利用申込補助票の裏面）の変更も含みます。

43 結果
勤務先の都合で、結果の通知前に入
所の可否を知りたいのですが、電話で
問い合わせることはできますか。

いかなる事情においても、事前に結果をお伝えすることはできません
ので、勤務先にはその旨を御説明ください。

44 結果
４月一次の申請者数と、保留者数が
知りたいのですが、電話で問い合わせ
ることはできますか。

電話でのお問合せに対応しております。４月の一次募集の応募者数
と保留者数は、厚木市のホームページでも公開します。
なお、毎月の保留者数も公開しております。

45
結果
通知

入所承諾通知の利用期間が令和５年
３月31日までなのに、支給認定証の認
定期間は令和７年までになっていま
す。これは何かの間違いですか。

入所承諾通知は、年度ごとの更新となります。
支給認定証は、２号認定は小学校就学前まで、３号認定は３歳の誕
生日の前々日までが基本となっていますが、保育の必要性の事由に
よってそれぞれ有効期間があります。

46 入所
ならし保育は、入所前に行うことはで
きますか。

できません。
入所後からならし保育が始まります。

47 保留
４月入所が保留となった場合、
５月以降も毎月申込みが必要ですか。

４月入所申込みをして保留となった場合、年度内は翌月以降も審査
の対象となりますので、改めて申込みをする必要はありません。
なお、求職や妊娠・出産等、認定期間の限られた申込みは、その認
定期間終了日が属する月の締切日までに更新手続が必要です。

48 保留
育児休業からの復帰で申込みをし、保
留となりましたが、育児休業から復帰
した場合、必要な手続はありますか。

入所保留となった場合であっても、育児休業から復帰された場合は、
就労証明書及び教育・保育給付認定変更届が必要です。

49 保留
育児休業や、育児休業給付金の延長
をしたいのですが、どの様な手続をす
ればいいですか。

御自身が所属している事業所や、ハローワークへ御確認ください。

50
取下げ
入所辞退

入所（内定）決定後に
辞退することはできますか。

取下げ・辞退届を提出することで辞退は可能です。書類到着後、受
領したことをお知らせするハガキを郵送します。
なお、他の申請者の入所に影響しますので、辞退する事情が発生し
た場合は、速やかに厚木市保育課へ御連絡ください。
※入所決定の辞退は申込みを取り下げることになります。
【以下、提出にあたり御注意ください】
・いかなる事情においても、届出後の取消しは不可
・届出時において、入所調整結果が内定の場合は、辞退扱い
・届出後は、保留証明書等の発行不可

51
取下げ
入所辞退

申込みを取り下げたいのですが、
必要な手続はありますか。

取下げ・辞退届を提出することで取下げは可能です。書類到着後、
受領したことをお知らせするハガキを郵送します。
【以下、提出にあたり御注意ください】
・いかなる事情においても、届出後の取消しは不可
・届出時において、入所調整結果が内定の場合は、辞退扱い
・届出後は、保留証明書等の発行不可



Ｎｏ テーマ 質問 回答

令和５年度入所申込み　よくある質問

52
取下げ
入所辞退

申込みを取り下げたが、やはり申込み
が必要になったので、前回提出をした
書式をそのまま活かしてもらいたいで
す。

提出された書類の返却、取下げ・辞退届の取消しはできません。
申込みが必要な場合は、改めて申込書一式の提出が必要です。


