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育児休業取得に伴う退園／育児休業中における在園児の継続利用について 

保育施設等は、保護者の労働、疾病、その他の事由により、保育を必要とする子を預かって保育する

ことを目的とした児童福祉施設です。 

所沢市では、「労働」の要件で保育施設等に在園中に育児休業を取得される場合、育児休業中に利用継

続できる事由に該当する場合を除き、原則、出産月の翌々月末で一旦退園していただくことになります。 

 ただし、育児休業取得時に下表の事由のいずれかに該当する場合は、在園中の子について保育施設等

を一定期間利用継続することができます。 

市外在住の方は下表の事由の有無によらず、育児休業中の継続利用はできず、出産月の翌々月末で退

園となります。 

 

 【表】育児休業中に利用継続できる事由と必要書類・確認方法 

事 由 必要書類・確認方法 

下の子の出生の翌々月末で 3歳以上 『
育
児
休
業
中
に
お
け
る
在
園
児
の
保
育
の

利
用
継
続
申
請
書
』 

＋ 

 

出生児に疾病（厚生労働省の小児慢性特定疾

病の対象疾患）等がある 
診断書（様式不問） 

出産した母親に疾病・障害がある 診断書（市所定の様式） 

同居親族等の介護・看護をする場合 

診断書又は障害・精神福祉・

療育手帳・介護保険証の写し

＋スケジュール表 

多児出産（双子以上）である 母子手帳の写し 

在園児が混合保育により入園している  

在園児の家庭における保育環境等を考慮し、

引き続き利用することが必要と認められる 

面談等による 

ヒアリング 

 

 

育児休業取得に伴い上の子が退園した場合で、再入園の申込みをするときは、退園した子、生まれた

子のそれぞれに利用調整指数の 100点を加算します。ただし、次の条件を全て満たすことが必要です。 

・育児休業取得に伴う一時退園であり、産前 6 週（多胎児は 14 週）にあたる日の属する月の初日か

ら、出産した月の翌々月末までに退園していること。 

（出産した月の翌々月末を越えて上の子が在園した場合は、その後育児休業を理由に退園しても、

加算の対象とはなりません） 

・育児休業を取得した会社に復職すること。 

（育児休業中に退職し、別の会社に就職したり、求職など別の事由で申込みを行う場合は、加算の

対象とはなりません） 

・退園してから再入園するまでの間、継続して市内に住民登録があること。 

・入園してから退園するまで少なくとも二か月間在園していたこと。 

・出産した月の初日から数えて四か月以上経過した月を再入園希望月としていること。 

（出産日が 1月中の場合、再入園で加算されるのは 5月入園以降となります） 
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よくある質問 《R3.3.15増補版》 （Q14、Q21：修正 Q15：追加） 

 

＜育児休業中における在園児の保育の継続利用に関する Q＆A＞ 

Q1. なぜ育児休業を取得すると上の子が退園となるのか？ 

 

A1. 保育施設等は、保護者の労働、疾病、その他の事由により、保育を必要とする子を預か

って保育することを目的とした児童福祉施設です。所沢市では、育児休業中は、ご家庭

での保育が可能であることから保育の必要性には該当しないこととなるため、育児休業

中に利用継続できる事由に該当する場合を除き、出産月の翌々月末で一旦退園していた

だくことになります。 

 

Q2. 一度退園したら、その枠に他の子が入園してしまい、育児休業から復帰したときの入園

申請の際に上の子（育児休業取得のために一度退園した園児）が戻るところが無くなっ

てしまうのではないか？ 

 

A2. 育児休業取得のために一度退園された園児につきましては、利用調整の際に指数の中で

加算をつける等の措置を講じるとともに、受入枠の確保について施設や事業者の協力を

得ながら、育児休業終了時に当該園児が元の園に入園できるように対応していきます。 

 

Q3. 4月に入園できたのに、同年 4月に下の子を出産したら上の子は退園となるのか？ 

 

A3. 上のお子さんが 0歳から 1歳児クラスに在園しており、育児休業を取得する場合で、【表】

にある保育の継続事由に該当しない場合は在園できません。上のお子さんが 2歳児クラ

スの場合、出生したお子さんの出生月の翌々月末までに満 3歳になっていれば、育児休

業を取得する場合も保育の継続が可能です。なお、入園月 1日時点で労働の要件に該当

しない場合は、出産要件での入園となるため、【表】の事由によらず出産した月の翌々

月末で退園となります。 

 

Q4. 退園時は 2歳だったが、次の 3月で満 3歳になる場合、育児休業中であっても上の子は

4月から入園が可能か？ 

 

A4. 一度退園した園児につきましては、保護者の方が育児休業中は保育の必要性がございま

せんので再入園ができません。 
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＜育児休業中における在園児の保育の継続事由に関する Q&A＞ 

Q5. 「出産した母親の疾患」と継続事由にあるが、それをどのように証明するのか？  

 

A5. 医師からの診断書（市指定の様式あり）を提出していただきます。なお、在園期間は医

師の診断に基づく期間となります。 

 

Q6. 保育の継続事由にある「在園児の家庭における保育環境等を考慮し、引き続き保育所等

を利用することが必要と認められる場合」とは、具体的にどういった場合か？ 

 

A6. ご家庭における保育環境等の状況をうかがったうえで、ご家庭での保育に相当程度の不

安があり、子どもに影響を与えることが想定できる場合などです。 

 具体的には、配偶者や祖父母等の支援が望めず孤立した保育環境になる場合、出生児

の保育だけでも保護者の心身の負担が相当程度に大きいと見込まれる場合などを想定

しています。 

 

Q7. 「在園児の家庭における保育環境等を考慮し、引き続き保育所等を利用することが必要

と認められる場合」に該当するかどうかは、自分で判断して申請するのか？ 

 

A7. 育児休業中はご家庭で保育していただきたいという考えではありますが、ご家庭での保

育に何らかの不安を抱かれている方で、上のお子さんの保育継続の必要があるとお考え

の方は、まず、ご自分の判断で利用継続の申請をしていただきます。 

 

Q8. 申請をした場合、家庭における保育環境をどのように把握するのか？ 

 

A8. 育児休業を取得予定で、保育の継続利用を申請する保護者の方のご家庭の状況等を、保

育幼稚園課の職員が当該保護者の方から面接又は電話にて直接お話を伺います。 

 

Q9. 育児休業中における在園児の保育の継続利用が決定された場合、保育支給認定証はどう

なるのか？ 

 

A9. 保育の継続利用が決定された場合、保育の認定事由が「育児休業」になり、保育必要量

も保育短時間認定にそれぞれ変更になります。なお、変更前に保育標準時間認定を受け

ていた方は保育料も変更になる場合があります。 

 

Q10. 保育の継続事由に該当しない又は継続利用が決定されなかった際の手続きは？ 

 

A10. 市への退園届の提出と保育支給認定証の返却をしてください。 
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＜利用調整・入園に関する Q&A＞ 

Q11. 育児休業取得に伴い一度退園した後、職場に復帰して再度の入園を希望する場合、

利用調整指数の加算はどのようになるか？ 

 

A11. 上のお子さんに加え、下のお子さん（育児休業取得の対象となった児童）にも利用

調整指数に 100点を加算します。これにより、兄弟姉妹ともに優先的な利用調整が可能

となります。ただし、下のお子さんへの 100点加算は、上のお子さんと同時に入園申請

した場合に限ります（同園希望でなくても加算されます）。 

 

Q12. 育児休業取得に伴い上の子が退園した場合、上の子、下の子に 100 点の加算がつく

ためには何か条件があるか？ 

 

A12. 育児休業取得に伴う一時退園であり、かつ産前 6週（多胎児は 14週）にあたる日の

属する月の初日から出産した月の翌々月末までに退園した場合で、育児休業からの復職

に伴い兄弟姉妹で同時に保育園の利用を申し込む場合に、上のお子さん、下のお子さん

のそれぞれに 100点を加算します。 

 出産した月の翌々月末を越えて上のお子さんが在園した場合は、その後、育児休業を

理由に退園したとしても、加算の対象とはなりません。育児休業中に退職し別の会社に

就職する場合や、求職など別の事由で再度申し込まれる場合も加算の対象とはなりませ

ん。また、上のお子さんと下のお子さんの入園申請時期が異なる場合は、下のお子さん

への 100点加算はありません。 

 

Q13. 下の子どもに 100 点を加算するのは、他の子どもとの公平性に欠けるのではない

か？ 

 

A13. 育児休業取得により一時退園した上のお子さんについては、育児休業から復職する

際に再入園できるように対応していきますが、そのためには、同じタイミングで下のお

子さんも保育園に入園できることが必要です。 

仮に、下のお子さんが入園できない場合、育児休業を延長せざるを得ないことが考え

られ、結果として上のお子さんの再入園もかなわないという事態が生じかねないことか

ら、下のお子さんにも 100点を加算して優先的に入園できるように配慮し、安心して育

児休業中にご家庭で保育していただける環境を整えたものです。 

 

Q14. 上の子、下の子の受入枠の確保はどのように行うのか？＜修正＞ 

 

A14. 基本的には通常の受入枠で入園（上のお子さんは再入園）していただきます。毎年

4月であれば、通常、新たな受入枠ができますので、その枠へ入園（再入園）していた

だくことを想定しています。また、施設・事業者の協力を得ながら、定員を超えて受入

をしていただくことも想定しています。（保育士の配置や面積等に一定の基準があるた

め、際限なく受け入れられる訳ではありません。） 

ただし、育児休業中に保育の利用を継続できる事由に該当する方（【表】参照）で、育
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児休業取得に伴い退園する場合は、再入園時に元の園を希望する場合であっても１００

点の加算のみ行い、枠の確保は行いません。【R3.3より変更】 

 

Q15. なぜ退園するのに枠の確保をしてもらえないのか＜追加＞ 

 

A15. 育児休業中に保育の継続利用をするか、一旦退園するか選択できることから、他の

利用希望者との公平性を考慮し、１００点加算をした上で、通常の利用調整を行います。 

 

Q16. 職場の育児休業が 1年間しか取得できない。例えば 11月に出産予定の場合、上の子、

下の子ともに、翌年 11月の途中入園は可能か？  

 

A16. 年度途中（4 月以外の月）の入園（再入園）を希望する場合の受入枠の確保につい

ても、基本的には A15でお答えした内容で行います。 

 なお、年度途中の受入枠の確保は、施設・事業者の状況等により、4月に比べて難し

いことが予想されます。年度途中での入園（再入園）希望についても、しっかりと対応

させていただきますが、4月の入園（再入園）でも良いとお考えのご家庭につきまして

は、4月入園でのお申込みをお願いいたします。 

 

Q17. 育児休業取得に伴い一度退園し、一年以上育児休業を取得した後に復帰し、入園を

希望する場合は加算をつけてくれるのか？  

 

A17. 育児休業取得に伴い一度退園した場合は、一年以上育児休業を取得する場合におい

ても同様に、利用調整指数の中で 100点の加算をつけて利用調整を行います。 

 

Q18. 育児休業からの復帰時に別の園を希望した場合も受入枠は確保してくれるのか？ 

 

A18. 育児休業から復帰する際、上のお子さんが在園していた元の園ではなく、別の園を

希望する場合は、上のお子さん、下のお子さんのそれぞれに 100 点を加算したうえで、

通常の利用調整を行います（同時に入園申請した場合に限ります）。 

第一希望を別の園とし、第二希望以降に元の園を希望した場合も同様に、枠の確保

は行わず、利用調整指数に 100点を加算したうえで、通常の利用調整を行います。 

 

Q19. 育児休業取得に伴う退園児童が 1 園の中で多くいた場合、戻り枠の確保はどのよう

に行うのか？ 

 

A19. 基本的には A15 でお答えした内容で受入枠の確保を行います。入園（再入園）の時

期が 4月であれば、事前に施設・事業者と調整し、人数に応じた受入枠の確保を行うこ

とを想定しています。ご質問のような事例が生じた場合は、個別のご相談の中で、最善

策を講じてまいります。 
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Q20. 育児休業を 1 年間取得後、保育園に入れなければ育児休業を延長したいと考えてい

る。申込みをすると、必ず入園になってしまうか？ 

 

A20. 原則としては、入園（再入園）の申込みをいただいた時点で、入園（再入園）を実

現できるように対応する考えですが、保護者の意向に応じて柔軟に対応することも想定

しています。ご要望等がある場合は、事前に保育幼稚園課入園担当までご相談ください。 

 

Q21. 上の子が満 3 歳以上でも、育児休業取得に伴う退園であれば加算がつくか？＜修正

＞ 

 

A21. 上のお子さんが満 3 歳以上であっても、育児休業取得に伴う退園であり、A13 の条

件を満たす場合は、上のお子さん、下のお子さんのそれぞれ 100点の加算対象です。た

だし、A15にあるとおり、元の園への入園を希望した場合であっても枠の確保は行いま

せん。 

 

Q22. 0 歳児の受入を行っていない公立園に再入園を希望する場合で、下の子が 0 歳児ク

ラスになる場合の枠の確保はどうなるか？ 

 

A22. 上のお子さんが在園していた元の園が 0 歳児の受入を行っていない公立園であり、

下のお子さんが 0 歳児クラスの間に上のお子さんと同時に入園を希望する場合、一旦、

別の園を希望して入園していただき、下のお子さんが 1歳児クラスになる 4月に元の園

に入園枠を確保して転園していただきます。一旦、別の園を希望して入園していただく

際は、利用調整指数に 100点を加算したうえで、通常の利用調整を行います。 

なお、0歳児の受入について、4月 1日現在で満 6ヶ月になっていることなどを入園

の条件としている私立保育園についても、上記と同様の取扱いとなります。（単に、保

育実施年齢を 6ヶ月～としている私立保育園は、この取扱いの対象とはなりません。） 

 

Q23. 地域型保育事業や 2 歳児クラスまでの認可保育園に在園中に出産し、育児休業取得

により一時退園となった場合で、再入園を希望する際に上の子が 3歳児クラスになる場

合、育児休業からの戻りの 100点に加えて、地域型保育事業等の卒園加算が加算される

か？ 

 

A23. 2 歳児クラスまでの園に在園する上のお子さんが、育児休業取得により一旦退園し

た場合で、退園した上のお子さんが 3歳児クラスに該当する年度以降に再入園を希望す

る場合、再入園先は別園を希望していただくことになります。 

   その際の加点方法は、以下のとおりとなります。 

①上のお子さん⇒育児休業からの戻りの 100点＋地域型等の卒園 20点 

※連携施設や系列園であるか否かにかかわらず、他の利用調整指数とのバラン

スを考慮して上限を 120点とします。 

②下のお子さん⇒育児休業からの戻りの 100点 
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Q24. 会社の都合で急きょ育児休業から復帰しなければならなくなったが、再入園の枠の

確保はできるか？ 

 

A24. 急な復帰時期の変更や希望園の変更の場合、園との調整が間に合わず、入園（再入

園）が難しくなる場合があります。保育幼稚園課が行う意向確認は、退園後（下のお子

さんを出産後）に行うことを基本に考えていますので、それよりも前に復帰時期等の意

向を伝えたい場合は、早めに在園している保育園等にお伝えいただくか、保育幼稚園課

までご連絡をお願いします。 

 

Q25. 1月中に出産し、3月に退園した場合、翌 4月入園では 100点加算の対象になるか？ 

 

A25. 1 月中に下のお子さんを出産後、育児休業の取得に伴って 3 月に退園し、翌 4 月か

ら復職のため再入園を希望する場合（実質的に退園している期間が全くない場合）は、

他の利用者との公平性に鑑み、以下の取扱いになります。 

①元の園を希望の場合 

上のお子様：実質的な継続としてそのまま在園 

下のお子様：枠の確保をせず、通常の利用調整（100点加算なし） 

②別の園を希望の場合 

上のお子様、下のお子様ともに、通常の利用調整（100点加算なし） 

なお、入園（再入園）の際、枠の確保や 100点加算の対象となるのは、産後 2ヵ

月後から 1ヶ月以上の実質的な退園期間があることが必要となります。 

 

Q26. 下の子を 2 月に出産予定で、出産に先立って 1 月末に上の子が退園した場合、4 月

入園の利用調整で上の子、下の子、共に 100点加算の対象になるか？ 

 

A26. なりません。ご質問のケースで 100 点加算になるのは、2 月出産の場合、産後 2 ヵ

月にあたる 4月末から実質的な 1ヶ月以上の退園期間をはさんだ 6月入園の利用調整か

らです。 

 

Q27. 2人目の育休取得に伴い、1人目の子どもが退園になった。職場復帰までに、3人目

を妊娠したため、育休延長し、職場復帰せずに引き続き 3人目の育休を取得する予定で

いる。3人目の育休から復帰する際、元園への入園を希望したら 3人目まで受入枠の確

保がされるか？また元園以外を希望した場合、100点加算は 3人目まで適用されるか？ 

 

A27. 1人目のお子さんが一旦退園となった理由は、2人目のお子さんの育児休業取得によ

るものですので、1人目のお子さんが再入園する際に枠の確保や 100点加算を行うのは

2 人目のお子さんまでとなります。1 人目のお子さんが一旦退園中に 3 人目のお子さん

を妊娠・出産され、育児休業を取得（延長）したとしても、3人目のお子さんの育児休

業は 1人目のお子さんが一旦退園したことと直接は関係がありませんので、3人目のお

子さんは枠の確保や 100点加算の対象とはなりません。 
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Q28. 育児休業取得により子どもが一旦退園し、その後、市外に転出した場合、再入園の

枠確保や 100点加算の対象となるか？ 

 

A28. 育児休業取得により一旦退園した後に市外に転出した場合は、再入園の際の枠の確

保や 100点加算の対象とはなりません。 

 

Q29. 再入園の申請を行い希望園に内定したが、やはり復職ができそうにないので辞退を

したい。この場合どうなるか？  

 

A29. 100 点加算を行って内定した時点で保育先が確保されたものとみなし、他の方との

公平性の観点から、その後の審査では 100点加算の対象とはなりません。内定辞退をし

た場合、以降の審査は内定辞退の減算を行ったうえで、100点加算のない通常の利用調

整となります。 

 

Q30. 兄弟姉妹で再入園の申請をし、下の子だけ入園が決まった。上の子は幼稚園に行く

ことにしたので保育園申請を取り下げても問題ないか？ 

 

A30. 下のお子さんの 100 点加算は、A14 にもあるとおり、退園した上のお子さんが再入

園をする際に下のお子さんが入園できないために保護者が復職できないという事態を

避けるという趣旨での加点です。上のお子さんが保育施設を希望しない場合には下の子

の 100点加算は対象外となります。したがって、ご質問のような場合には上の子が申請

を取り下げた時点で下の子は内定取り消し又は退園となります。 

 

＜その他に関する Q＆A＞ 

Q31. 育児休業中は保育園等を退園し、幼稚園に行くことも可能か？  

 

A31. 3 歳以上であれば幼稚園を利用し、育児休業明けに保育園を申請することも可能で

す。その場合も、上のお子さん、下のお子さんのそれぞれに 100 点の加算がつきます。 

ただし、認定こども園の在園児で、育児休業に伴い退園した後、同じ認定こども園の

幼稚園枠に切り替え、復職後にその認定こども園の保育園枠への戻りを希望する場合は、

同施設利用という点で他の方と不公平な扱いとならないよう、100点加算と枠取りは行

わず、通常の利用調整となります（同じ認定こども園の幼稚園枠に入園した時点で復園

したものとみなします。）。 

 

Q32. 家庭での保育になった場合、保育園・地域型保育事業以外で受けられる子育て支援

サービスは？ 

 

A32. 一時預かり事業の利用や地域子ども・子育て支援事業の充実を図っていきます。 
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Q33. 産後休暇明けで職場に復帰する予定者は、保育の継続が可能か？ 生まれた子の保

育園申請が通らなかった場合、生まれた子の預け先が決まるまで育休を取ることは可能

か？ 

 

A33. 産後休暇明けの職場復帰の場合には引き続き保育の利用が可能となります。生まれ

た子の預け先が決まらず、育児休業を取得される場合、育児休業中に利用継続できる事

由に該当しない方は、在園できなくなります。 

 

Q34. 「子育てしやすいまち」に逆行する制度ではないですか？ 

 

A34. 育児休業中も保育園への継続利用が可能であるということ＝「子育てしやすいまち」

ということではなく、子ども・子育てを取り巻く様々な環境の中で、保育園はその一部

ですので、A1 の内容のように親子が触れあう大切さを確認する期間と考えていただけ

ればと思います。育児休業の取得により保育が可能な環境にあるときは、ご家庭で子育

てをしていただくことをお願いし、保育園等を必要とする方（就労等の事由で保育がで

きない方）にご利用いただくべきと考えております。 

 


