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24年度保育所入所の
選考基準を変更します 曽

横浜市では、認可保育所の定員を上回る入所希望があるとき、より保育を必要な方が
入所できるようにするため、「入所選考基準」を定めランクで区分し、同一ランクで並
んだ場合は、調整指数を加薫又は減点し、点数の高い順に優先して入所決定しています。

平成24年度の入所から、より明確で公平な選考となるよう、「入所選考基準」を一部
変更します。
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;1慧讐徹灘1雲識蒸締瀞i
i4市外在住兇について、新たなランク「1」ランクを設定しますl

i5すでにきょうだいが入所している保奮所への入所を希望する場合は、i
l「調整指数十4」にしますi
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(主な変更点の説明)

1保護者が保育できない理由が就労(居宅外・内労働)の場合、これまでの1日あたり
の時聞から、週あたりの時間に変更するとともに、ランクを3区分から4区分に細分
化します。フルタイムとシフト制勤務などの就労時間の差を選考に反映します。

2横浜保育室等卒園児は、これまで臼ランクアップ」と「調整指数+3」で選考
していましたが、「1ランクアップ」と「調整指数+5」とし、横浜保脅室等卒園
児の入所を優先して選考します。

3調整指数「親族の介護」はこれまで同居の親族の介護を行っている罵合のみを加点
対象としてきましたが、新たに別居の親族の介護を行っている場合も、調整指数
(十1)をとし、別居の親族の介護についても選考に反映します。

4市外在住児について、これまでお内在住者と同じランク付けを行ったうえで、調整
指数において減点していましたが、新たな基準では、市外在住は臼」ランクとし、
これまでよりも市内在住者の入所を優先して選書します。

5すでにきょうだいが入所している保育所と同じ保育所への入所を希望する場合は、
「調整指数十2」を「十4」とし、きょうだいと同じ保育所への入所希望を優先
して選考します。

※主な変更点を踏まえ、ランク及び調整指数を全体調整し、バランスを図りました。



平成24年度入所選考基準

曝準の誉え昂
*ランクはABCOEFGHIの順に入所の順位が高いものとします。
*選考に当たっては、下の基準表に基づきA～1の順に区分し、「その他の世帯状況」とと二もに総合的に{呆脅に欠ける程度を
判定し、入所承諾の類位を判断します。

*お父さん・お母さんでランクが異なる場合は,顧位の低いランクを適周します。
*向居している祖父母等の親族が65歳朱灘の賜合、保脅可能な方とみなします。その場合、保齊できないことを証明する冨類を
提出することが必要です。

*児奮福祉の観点から保育に欠ける児璽については、この選考基準を基に別途に選者します。
*居宅外・内労幽は原則として昼間4時間以上、月16H以上労働していることが前提です。
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2居宅内労働(内勤・居宅内自讐)月20B以上かつ週40時間以上、働いている。・,●噂「,■一.■層■■・■響.9咀醒■層・■■』¶■圏・層・■膠r-F.ロ・.一,,冒冒●■暫幽一79,響閥鴨膠,幽幽・幽■一,r一響謄■一一「.一,
3産削産後お母さんが出産又は出産予定日の前後8週間の期聞にあって、出産の準備又は休綾を要する。G

4{1}病気・けがる治要るでにしてA噸圏一}一,入こ入にいる爆a,._一_..._,_...一___一_._,一一__.__....一__通院加療を行い、常に安静を要するなど.保育が常時困難な場合。.膠明__,曹。一._・甲,冒■.圏.._冒_■.璽P噂冒冒■.r曽幽一騨,■.響■._r-■。¶.匿一一一7-,.r■...'.-r一層■,通院加療を行い、月16日以上かつ週16時間以上の安麺が必要で保湾が困難な場合。C閣一圏一一一E
4{2}障習身体障塞者手帳1～2級、精神障書者保腱福祉季帳1～2級、愛の手帳(療薄手帳)の交付を受けていて、保薄が常時困難な場合。A

..・.一幽.層一.■.一一「幽■鴫冒一・置F,■■■■,♂凹一圃■冒■■■一■ρ一巳■r■幽■●■.傅一ロー●9身体障蒼者手鑛3級または精神障害者保膣福祉手帳3級の交付を受けていて、保育が困難な場合。曜ロ・噂.,,■・..■,「.r,.■..,.・冒■曹曜圏■曙.幽99■曹■一馴・膠■圏幽r,■一,曹■r9■r・,r・,■ロ馴■,r暫r・■■曹膠■●.身体障智弩手帳4級の交付を受けていて、保脅が困難な場合。・1,一一■B■,■9ρ.E

5親族の介護臥床者・重症心身障冒児(者)の介護や入院・通院・通所の付き添いのため、月20日以上かつ週40時間以上保膏が困難な場含。一一一.一■ρ冒冒.冒.噂一,層.ρ一.一圃冒...一..一響¶¶.冒.冒o・一.■....圏.一噂,"■...幽「r冒噸層..・..一一一噂,「■.圃・病人や障害者の介護や入院・通院・通所の付き添いのため、月16日以上かつ週28時聞以上保育が困難な場合。.冒■「曜ヤ圃,.●.・膠.■一...".冒一りρ,..■曙■..,「層■■■『・「.閥冒ρ.ρ曜■幽,冒冒・.響」・,曜■rr■■■■■■,曜r●,.幽病人や障霧薔の介護や入院・通院・通所の付き添いのため、月16日以上かつ週16時間以上保斉が困難な場合。A-■r1【■C¶卿響冒F膠F
6災害復旧への従事震災、風水書、火災その他の災害により自宅や近隣の復IBに当たっている。A
7通学就贈に轡要な技能習得のために脚業訓練校、尊門学校、大学等に月16日以上かつ週唱6時間以上就学している。E

8求職中求臓中(入所期間は3か月です。その期間内に就照しないと退所になります。)H

9ひとり親世帯等ひとり親世帯において、就労.求職活動、職業訓練等を行うことにより、自立の促進が図られると禰祉保健センター長が判噺した場盆。(求載中の入所期間は3か月です。その期間内に就膨レないと退所になります。)A
10市外在住(※2}噸横浜市外に在住している場合。(転入予定者は除く)「

11その他児蚕福祉の観点から、福祉保健センター長が特に保蕎に欠ける緊急度が高いと判断した煽合。{※3}
{※1)お父さん、お紐さんがいない場合は、その他の保護者。
{※2)市外在住の方は、お父さん・お母さんの保袴できない理由・斌況に闘わらず、「10市外在住」が適開されます。
1転入予定者は除きます。,
〔※3}当該児童・世帯の状況に応じて別途判断します。
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保濤の代琶手段(有記のうち主たるもの1項目のみを適罵します)串込児童を65歳宋満の親族に預けている。一喋
転園。(転居を畔う場含または、きょうだい同一園に入所籠望のための転園は除く.認定こども園からの輯園は菖む。)一宅

横浜保再室、家庭保湾福祉員、横浜市家罎的保醇事業、認可乳児保商所の卒園児。(卒國時に脅帰休業をとっており、膏児休業明けで認可保薄所へ申込む協倉も含む)5卒園証明書等証明資料がある協合に限ります.
膿浜保蕎室、家竃保曹福祉員、横浜市家庭的保脅事藁、認可乳児保育所を湾児休業のために退園し、復麟時に申込をずる場含。5入所期間のわかる証明資料がある湯合に隈ります.

入所申込み時点で簾膏要件があり、串込児童を[横浜保膏室、家庭簾育播祉爵、横浜市家庭的保麿事業、謬可保育所、認定こども圃以外へ膏俄で預けている。(一時保青のみの利嗣は含まない。親族に有償で預けている場&は除く。)3契約書等証明資料がある場合に限ります。
λ所申込み時点で保商要件があり、申込児童を廣浜保脅窒、家庭保湾題祉艮、横浜市家庭的保奮事業へ預けている。(一時保膏のみの利用は含まない。)1
帰童を織場で見ている。一1

保湾の代薔手段に闘して.上記以外の場合。0

保護者が身体障書者手帳3級以下または精神障害者保健福祉手櫃3級で保脅に蕃しく負但がかかる場合。3手幅等証明潤料がある場合に限りまず。

保護者が身体羅書看手帳1.2級・愛の手帳(療育手帳)・精神障胃看保健福祉手帳1.2級の一つに該当する場臼。またはそれと同程度の輝弩があると認められる心身障書者の合、3元ランクの類型が「躍署」のときのみ加点します。躍署者手帳等証明資料がある場合に限りま
保護者が身体障竃番手帳3級以下または綱神陣害者保露福徹手鱗3級で保脊に著しくがかかる心2す。

圖居の家族内に身体臓害者手帳3級以上・愛の手磯(餓齊手帳)・精神暉害者保健幅祉手帳を持っている者がいて日常的に倉護している場倉。{当該児童又は保護者がこれらの手帳を持っている場合は除く。}または、同居の家族内に要介護1以上の認定者がいて日常的に介謹している蝿合。〔在宅介護に限る,}2元のランクの類型が「親族の介護」のときは加点しません。躍害番手帳や介謹保険証等証明資料がある湯呂に阪ります。
別居の象族内に身体障冒看手帳3級以上・愛の手帳(療薄手帳)・精神障害者保健福祉手帳を持っている者がいて日常的に介護している場合。〔当該児童又は保獲毒がこれらの手罐を持っている塊合は除く。1または、別居の家族内に要介護1以上の認定蕎がいて日曙的に介穫している場合。旺宅介護に限る。)1
纏続的な入院箸、医療をの要としているきょうだい児の介護を行なっている。(旛設入所、通閉・通掌の付き添いについては含まない。)3元のランクの類型が「親族の介護」のときのみ加点します。
通鱈制大学、逓潜教薄(スクーリング野須)の学生である。一1

就労状況攣磐赴任。2両親のう5一方でも毎月2回以上の夜勤を伴う勤務である世瀞。1両親共に夜動を伴う勤務の場&でも2催しません。
居宅外自営業であるが、職場が自宅と併設している。一1

狛務実績が1か月未満である世帯。一1

元のランクの類型が「居宅内外就労内定」か「求載中」で、継続して3か月以上就労している膓6。1就労しているが就労日数・時聞が保育斬入所喪件に満たないために「丙定」「求掴中」と二なる場合に適馬されます。
ひとり親哩瀦ひとり親世帯で65観未浦の同居親族がいない場合。3

ひとり親世帯で65饒未満の固居親族がいる湯a.f

元のランクが「g,ひとり親世帝等」の塊a元のランクが「9.ひとり親世爾等」で就労内定の協合。一2上2行の点数と量複して適用されます。元のランクが「9.ひとり親世帝等」で求職申の場合。一7

きょうだいの状況(いずれかひとつ)多胎子が同一の保膏所に入所を希騒する協合。4在園児以外の子の滝児休業のため認可園を退所し、復緑時に再入所する場台で、書児休業の蒋象となったきょうだいが入所を希望する場合。4

既にきょうだいが入所している場合で、同一の湶商所に入所を希望する場臼。(きょうだいのどちらかの團に転闇を希盟ずる協合を含む。}4

既にきょうだいが入所している場合で、きょうだいが入園している園以外の保脅所に希塾をする場臼。又はきょうだい同時に申込みをした場a。(多胎児の悶時串講を除く。)3
〈周一ランク・團一溺塾摺数で頭んだときの選春〉

※間一ランク・固一認蟄指数で並んだときは、以下の順に考慮して選書します。

1類型間の優先履位〔①～⑩の頽)①災宮②疾病・陣署③屠宅外労陶④介護⑤ひとり親等⑥唐宅内労働⑦屠宅外・内労働(内定)⑧就学等⑩劇職中⑨出産
2鍵育している小学生以下の子どもの人数が多い世瀞。

3経済的状況(合計所得金圃が低い也帯。※低い世帯を優先,



一ゼ田谷区

保育の実施基準

乳,癖噛、㌧保護者(父母)の状溌(同居の親族その他の者が裸青にあたることができ、、..ない場合)豹..、梱目『藩準撒回
1居宅外労働外勤居宅外自営週5日以上勤務し、かつ、週40時間以上の就労を常態週5日以上勤務し・かつ週3備間以上の就労を常態[廻

週・B以上蠣レかつ調3鵬間以上の就労を常態[到
週・日以上勤務し・かつ調・・時間肚の醐を常態[亙
週3日以上勤務レかつ調25時間以上の就労を常態[鋼
週・日以上勤務し・かつ調・・時間以上の就労を聴[i司
週・日以上勤務し・かつ週・備間以上の就労を鷲回
週・日以上勤務し・かつ調12時間以上の就労を常態※③[15]

2居宅内労働居宅内自営週・日以上勤務し・かつ週・・時間以上の就労を常態[1呵週・日以上勤務し・かつ週37時間以上の就労を離[亙
週・日以上勤務レかつ調3塒間以上の就労を常態回
週媚以上勤務し・かつ週3・時間以上の就労を離[鋼
週・日以上勤務し・かつ週2塒間以上の就労を常態[麺
週3日以上勤務レかつ調2・時間以上の就労を常態[垂i]
週・日以上蠣し・かつ週1備間以上の就労を常態[塑
週・日以上勤務レかつ週12時間以上の就労を常態※③[15]

内職週細以上・かつ週3・時間以上の就労を常態[怨
週・日以上・かつ週12時間以上の就労を離※③国
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3出産

疾病

障害

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

奥施期隠
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か月)
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匡一:]國就学前ま

精神障害者保健福祉手帳・級程度以上匝]で

居
宅

内
療

養 阿.記以外。程度圏

安静を要する状態(常時病臥に至らない程度)

通院加療を要する状態

國
回

[
]

身体障害者手帳1・2級、聴覚障害者3級以上、精神障害者保健福
祉手帳3級以上、愛の手帳所持

身体障害者手帳3級、聴覚障害者4級以下所持

身体障害者手帳4級以下所持

回囲

国
回



施設週5日以上かっ、週30時間以上の付添い

等付週5日以上、かつ、週20時間以上の付添い
匡
国

週・日以上、かつ.m・4時間以上の付添い[40]
週・日以上、かっ調16時間以上の付添い[玉コ
週・日以上、かつ週18時間以上の付添い[鋼
週・日LA.i.かつ、週12時間以上の付添・、※③[25]

[ll難鐸・…・一一i朝

最長

就学前

まで

口匿]難容る家屋朧その他災害復1日のため・保育にあたることがで回圃

囲死亡、離婚、行方不明、拘禁、離婚を前提とした別居等
前各号に掲げるもののほか、区長が明らかに保育が必要と認める場合

回
国

回
圖

回

か月

以内

圃
最長

就学前

囲 まで

備考

(1)就労・就学の時間には、通勤・通学時間は含まない。休憩時間は就労時間に含む。勤務日数・

勤務時間は実績を優先する。

(2)保護者のそれぞれについて、本表により基準指数を求め、合算して当該世帯の指数とする。

(3)介護は、三親等内の親族を対象とする。

(4)※①は、番号1を準用する。就学等の予定は、番号6を準用する。

(5)※②は、番号1～6を準用する。

(6)※③1日の就労及び介護時間は、最低日中4時間の就労及び介護を常態とする。

(7)世田谷区在住・在勤以外の方(転入予定者は除く。)は、本表による基準指数は適用しない。



保育の調整基準

慧
1
2
3
4
5

6
7

8
9

01

11

21

31

41

51

61

71

81

19

20

1糊簿鶏磁・蕪:1蒙撫薦鱗、・☆∵一、件・・議,.鷺藏欝
]生活懸世帯
]ひとり親(同居親族が・な・)又は父母不存在
]ひとり親世帯で同居糠が・るが保育にあたる・とができない胎
]父母のどちらかが単身赴任である世帯
]就労実績が1年肚の場合

]産休明け、又は育休明け予定者(4月1日入園希望者については1～3月中の復帰者を含む)がいる世帯
]育休取得により、塒退園レ育糊ナに再入園の場合
]保護者が申込児を・宅・保育・て・・場合・産休・育休・は除・・[
]保護者が申込児を・宅以外で保育・て・・場合[
就労内定者で1月中に就労開始する場合(・月唱入園予定・適用)[
就労内定者で2月中に就労開始する場合(4月1日入園予定に適用)[
就労内定者で・月中に就労開始する胎(・月1日入園予定・適用)[
保護者が躰障害者手帳・級で・保育・著しく負担がかかる胎[
懸者が躰轄者手帳・級以上蒲神障害者保健福祉手帳又は愛の手帳を所持して・、る場合[
同一世帯内に全介護が必要な籔の轄を有する世鰻(申込児は除く)が・る場合[

申込児が障霧を有するために、通所施設(総合福祉センター等)に通所、または病院に通院し、保護者の就労が制限されている場合[
申込児以外の子について産休中であり・その産休明・ナ後・続けて育児休業を取得する場合[
同居の祖父母(60歳未満)が無職で、申込児の補完的な保育を行うことができる状態にある
場合

申込児(転園申込児を含む)以外の兄弟姉妹(卒園予定児を除く)が在園中又は同時申込中の
場合

申込児を保育室、保育ママ、認証保育所、ベビーシッター等に有償で預けているのを常態とし
ている場合

02

十

01十

3十

2十

5

十

02

十

6

一

1

一

3

十

2

十

1十

5

十

1十

2

十

01十

5

一

6

一

十5

十6

21申込児を別居親族(保護者の就労先以外)に有償で預けているのを常態としている場合 十1

22申込児を幼稚園に在園させているのを常態としている場合 十1

23特別な事情による転園(兄弟別園・遠距離・転勤・転職・転居・転入・延長申込に伴うなど) 十3

24区外在住者(転入予定者を除く)で勤務地が区内の場合 一10
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

番号2,3,18は、住民票が分離されていても丁目番号まで同一の場合は同居とみなす。

番号4は、会社命令によるものとし、勤務証明書に始期と終期の記載が必要となる。勤務証明

書に記載があっても該当しない場合があり、自営業や自己都合の場合は該当しない。

番号6は申込児以外の産休・育休には適用しない。

番号6と7は、重複適用しない。

番号7は、認可保育園に限る。

番号13と14は、重複適用しない。

番号6と20～23に重複して該当する場合は、番号6を優先して適用する。

番号20～23に重複して該当する場合は、高位の指数をその世帯の調整基準指数とする。

番号16は、基準指数と合計した場合に50を超えるときは、その合計は50とする。

番号20は育児休業から復帰していることを条件とする。ただし、兄弟姉妹(双生児以上の同

時申込以外)の同時申込みはこの限りではない。ベビーシッター等とは、在宅保育サービス業

を生業とする者や事業者を指す。

申込児を友人・知人に預けている場合は、番号21を準用する。

調整基準指数は、保護者からの申込に基づき必要な書類が提出された場合に適用する。

世田谷区在住・在勤以外の方(転入予定者は除く)は、本表による指数は適用しない。

同一指数世帯の優先順位

優先段階条件

第一段階保育の実施基準指数の高い世帯

第二段階階層低位順(同一階層の場合は、所得税額低位順。必要な税資料の提出がない場合、最高階層として選考する)

第三段階申込児を有償で預けている期間の長い世帯(転園申込の場合は、適用しない)

第四段階類型間の優先順位(①～⑩の順)①不存在等②疾病・障害③外勤④居宅外自営⑤介護⑥居宅内労働⑦出産⑧就労内定・開業予定⑨就学等⑩求職


