
Mahalo Baby  
ママ友交流会	  
〜保活	 資料〜 

 
これから保活をするみなさんへ、保育園の種類や去年の認可保育園の倍率やボーダーラインなどに

ついて、情報を纏めました。少しでもみなさんのお役に立てればと思います。 
今日はたくさんの方と情報交換をしてお友達を作って、ゆっくりと過ごしていってください！ 

 
３０年度	 クラス年齢早見表 

５歳児クラス 平成２４年（２０１２年）４月２日〜平成２５年４月 1 日生まれ 

４歳児クラス 平成２５年（２０１３年）４月２日〜平成２６年４月 1 日生まれ 

３歳児クラス 平成２６年（２０１４年）４月２日〜平成２７年４月 1 日生まれ 

２歳児クラス 平成２７年（２０１５年）４月２日〜平成２８年４月 1 日生まれ 

１歳児クラス    平成２８年（２０１６年）４月２日〜平成２９年４月１日生まれ 

０歳児クラス 平成２９年（２０１７年）４月２日〜 

 
保育園の種類 

 
認可保育園と認証保育園の違い 
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※ただし、常勤職員（保育士等）は 6割以上とする。 



《保活とは？》 
まず、認可保育園や認可外保育園の見学をしてみよう！ 
多くの園は説明会や見学会を開催してくれません。自分で各園に電話連絡をして、見学させて欲し

い旨を伝えてアポイントを取りましょう。 
 
※	ポイント！※ 
→認証保育園から先に見学を！ 
認証保育園は申し込みが早い方が途中入園や来年度の入園選考に有利になる場合があります。気に

なる園には、今年中、早めに見学に行き、申し込みをすることをオススメします。 
 
《認可保育園の申し込みの流れ》 
まず、９月中旬に認可保育園や児童館や区役所、区の HPで『入園のしおり』を入手！ 
提出書類を準備して、11月から下記窓口に申し込みに行きましょう。 
（会社に用意してもらわなくてはいけない書類もあるので、期間に気をつけて！） 
 
結果は２月の中旬頃に発送（予定）されてきます！  
入所通知が送られてきた方は、内定した園で面接や健康診断などを行います。 
待機通知が送られてきた方は、自動的に二次募集の対象になり、（希望園の変更は可能）内定者の

み 3月の上旬に電話連絡があります。 
それでも連絡がなかった方は４月から待機となります（取り下げないかぎり申し込みは有効） 
 
※	ポイント※ 
・	希望園は第一希望〜第四希望まで記入可能（入園したい順に書きましょう） 
複数園に内定が出た際、希望順位が高い園に入園が決まります。 
 

・	受付時には自分の点数は明確には教えてくれません（のちに区が会議をして決定する） 
点数は申し込み用紙に記入されていることを見て、利用調整指数、優先順位をつけて決定され

ます。（入園のしおりに記載されている点数・優先順位をみて自分でチェック） 
 

・	育休取得で提出する場合は、４月申し込み（週５で 1日８時間以上勤務）の人は、４月中に復
職しないと点数が１２点ではなく５点になるので注意しましょう。 
また、育休を取得した会社に復職をしないと退園になるので注意しましょう。 
 

・	短時間勤務制度を利用する方は要注意！ 
短時間勤務を取得しても 1日６時間以上の勤務となり 2歳児クラスが終わる 3月３１日までに
時短を解消する場合は減点になりません。 
３歳児クラスが始まる４月１日以降も時短を続ける場合は時短での点数付けになります。 
（勤務時間は契約上の拘束時間で休憩時間を含みます） 



 
・受付期間は後半になると会場が混雑する（待ち時間が１時間以上かかることも・・・） 
朝一が一番空いているそうなので、時間に余裕をもって忘れ物や場所・期間に注意して行きましょ

う。 
 
《倍率について》 
毎年申し込み受付後に江東区が倍率を HPで認可保育園の園ごとに倍率を発表しています。 
去年の倍率をブログにも記載していますが、新設園の状況などもあるので、年によって倍率は変わ

ります。なので、あくまで参考までにご覧いただければと思います。 
 
《点数について》 
点数というのは、ご存知のとおり、勤務状況によって決まる「保育の利用基準表に定めら

れている」基準指数のことです。 
夫婦ともに、月20日以上1日８時間以上の就労が常態の場合「１２点」×２で「２４点」 
 
認可外保育園に預けて復職している方は俗に言う『認証加点』で＋２点、育児休業加点で

＋２点、さらに希望園に兄弟姉妹が在園していると「兄弟加点」で+２点、など「調整指数
表」によって点数が加点・減点されていきます。 
同点だった場合は、「優先順位」の基準に基づいて、さらに細かく審査されていきます。 
 
《認証保育園の申し込み》 
認証保育園の申し込みは、各自が各園に行って行います。 
期間や申し込み方法は園によってことなりますので、見学時に確認しましょう。 
前年度待機登録をしていても、改めて入園申し込みが必要な園もあるので要注意！ 
園によっては単願・併願を記入する園、先着順の園もあります。 
単願の場合、12月ごろ（認可の結果発表前に）内定連絡が来て手続きをする場合が多い。 
 

 



 
《ボーダーラインについて》 
江東区に問い合わせをすれば、園のボーダー点数を教えてもらえます。 
以前私が問い合わせたものをまとめたものを HPに掲載していますが、毎年の募集人数や申し込み
状況によって大きく変わります。 
また私の間違いなどもあるかもしれないので、正確に知りたい方はご自身で確認をしてみてくださ

い。（笑） 
 
 
 
 



〜調整指数〜 

 

◎保護者及び児童個人に関わる調整指数

が確認できない場合も該当

◎保育士人材確保に関わる調整指数（保護者各人が加点対象となります。）

◎保護者世帯に関わる調整指数

＊平成29年4月以降に「おうち保育園とよす」または「おうち保育園しののめ」に入園した方については対象外
となります。また今後、連携施設等の整備状況によって、調整指数から無くなる可能性があります。

江東区民が、申込児童を、東京都認証保育所･認可外保育施設･家庭福祉員･全国保育サービス協
会に登録している方に有料（月16日以上で１日4時間以上の月極め）で預け、預け先の証明の
提出がある場合（ただし、その時間帯に就労していることが常態である場合、または疾病･障害･
介護・就学に該当している場合に限る。）

　ります。

＊育児休業を取得した職場に復職することが条件となります。

（備考）
1.
2.
3.
4. 重複して加算または減算するものとします。ただし3番は、1番または2番とは重複して加算しません。また12番と14番は重複して

加算しません。
5.
6.

4 －4

6
保護者が保育士、または保育教諭として江東区内の認可保育園、認定こども園、小規模認可保育園、認証保育
所、保育室、グループ保育室、保育ルームでの勤務が内定している場合、または勤務していて、育児休業復職予
定での申込みの場合

＋1

番号 条　　　　　　　　　　　　　件

＋1

指数
＋1

＊自営業のうち、給与形態が出来高・売上による方が収支報告書を未提出の場合や、自営を証明する書類の提出

指数

と認められた場合に限る。)（備考3）

がない場合も該当

＋2

＊外勤のうち、勤務を開始していることが確認できるものの1か月分を満たした勤務実績（給与明細等を提出）

14

10 ・南砂第五保育園2歳児クラスの卒園に伴う、翌年度4月転園申込みの場合

番号 条　　　　　　　　　　　　　件

・江東区民が江東区以外の認可保育園等に在園している場合で、継続入園できない場合

＊指数基準日までに江東区民として、申込みを行った方のみ対象とし、転入予定は対象外とな

江東区内の小規模認可保育園2歳児クラスの卒園に伴う、翌年度4月転園申込みの場合
ひとり親世帯または父母不存在世帯（祖父母同居を含む） ＋1

＋3

7 生活保護を受給している世帯（ただし、求職中の場合は除く。）

8

3
保護者が入院または常時病臥・精神性疾病・感染症で居宅療養している場合（備考4）
＊保護者の事由が「疾病」または「障害」の場合に限る

申込児童が、身体障害者手帳1･2級（聴覚または言語障害1～3級）、愛の手帳1～3度の1つに該当する場合、ま
たはそれと同程度の障害があると認められる場合(ただし、江東区要支援児保育審査会において集団保育が可能

＋5

＊申込児童の育児休業を取得している場合は、「就労していることが常態」とはいわず、対象
　外となります。

5 ＋1

就労実績及び収入実績に整合性のない場合

＋2

1人

2人以上 ＋3

＋2

＋1

◆調　整　指　数　表

番号 条　　　　　　　　　　　　　件

2 ＋2

指数

1 ＋3
保護者が身体障害者手帳1･2級、愛の手帳1～3度、精神障害者保健福祉手帳1～3級の1つに該当する場合、また
はそれと同程度の障害があると認められる場合（備考3）
保護者が聴覚若しくは言語に関して身体障害者手帳3級に該当する場合、またはそれと同程度の障害があると認
められる場合（備考3）

9

同一世帯内の未就学児童で、未申込児童を保育している場合（育児休業･介護事由対象児を除く。）

12
2歳児クラス以降に育児休業復職予定での申込みの場合（就労事由での申込みに限る。）
＊調整指数14番とは重複しません。
＊平成30年度以降の取り扱いに関しては、14ページをご覧ください。

＊親族に預けている場合は含みません。
＊認可外保育施設は、国、都道府県または市区町村へ届出を行っている施設に限ります。

11 双生児以上の申込みの場合

再申込児童の弟･妹

区外居住者（入園希望月の前月末日までの転入予定者を除く。）で勤務地が江東区内の場合

18

＋2
希望する保育園等に兄弟姉妹が在園している場合（ただし、4月入転園希望の場合、在園児が3月末で卒園予定
の場合は除く。)

13

求職中の世帯の生計中心者が、申込み時より6か月以内に失業（解雇）・倒産により、緊急に生計を得るための
就労を要する場合（離職票または離職証明書のコピー等、離職事由がわかる証明書の提出がある場合に限る。）

＋1

15

育児休業取得により一時退園した児童（育児休業対象児童を除く児童）が、育児休業明
けに再申込みする場合（再申込児童の弟・妹の調整は指数基準日（各月受付締切日）の
前月までに一時退園した児童が、再申込みしている場合に限る。）（備考5）

＋2

16

再 申 込 児 童

1番、2番及び5番の”同程度の障害”とは、診断書にその程度について級数が明記されている場合に該当します。

加算または減算は、基準指数に対して行います。
保護者から調整指数に該当することを証明する書類が提出された場合に適用します。

その他、児童虐待によりこどもの生命に危険がある等、特に福祉事務所長が認める場合は加算を行います。
15番は、4月入園の申込みのとき、10月末までに退園した場合に限ります。

－4

－20

20 入園内定を辞退し、再申込みをした場合　※入園内定となった入園月の属する年度中すべての利用調整で適用 －2

19

17
－2

兄弟姉妹が在園または卒園児であって、当該在園児等に係る保育料が利用調整会議時において、延3か月以上滞
納している場合

-20-



 
完全無料！！ 
子育て専用 SNS『Mahalo Baby』で、気軽に子育てブログを書こう！ 
http://community.mahalo-baby.com 
 
QRコード 

 
《子育て専用 SNSに登録しよう》 
保育園情報や子育てにオススメなレストランやおでかけ情報などを、みんなで投稿しあって、より

子育てを楽しんで毎日をすごせたらいいな〜！っと思い立ち、子育て専用の SNSサイトを立ち上
げました。保活中の仲間 130名以上の方が登録してくれています。 
登録は完全無料で、子育ての記録などを残せるブログも書けます！ 
 
《登録方法》 
SNSのログイン画面から、登録を選択！ 
登録画面にて、必要事項とブログの URLとタイトルを決めて入力するだけで 
無料でブログが書けます！ 

 



《アプリからブログを投稿する方法》 
１、『word press』のアプリをダウンロード 

 

 

２、下の方にある『インストール型Word Pewブログを追加』をクリック 

 
３、SNS登録時に設定したユーザー名（もしくはアドレス）とパスワードと 
	 	  http://community.mahalo-baby.com/●●●●/←登録時に設定した URLを入力 
４、自分のサイトが一覧に表示されたら、それをクリック 
５、ブログ投稿を選択して、ブログを書こう！ 
 
 



〜インターネット経由で書く場合〜 
１、自分のブログ（http://community.mahalo-baby.com/〇〇◯/）を開く 
２、ログインする 
３、画面左上の時計マークまたは鍵マークをクリック 

 
１、	 ダッシュボードをクリック 

 
２、	 左上の三本線をクリック 



 
３、	 投稿→新規追加 

 
 
ぜひ、みなさんも気軽に書いてみてくれると嬉しいです。 
わからないことがあれば、連絡いただければと思いますので、よろしくお願いします。 
 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 
Mahalo  Baby	 事務局	 	  
Mail：info@mahalo-baby.com 
Tel ： 050-3701-3806    
HP ：http:/top.mahalo-baby.com/ 
SNS:http://community.mahalo-baby.com/ 
 
大谷	 美緒 
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 


