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第４章 保育所のページ   ➪ ２号認定・３号認定 

４－１ 市内の保育所 
保育所は、児童福祉法に基づく児童福祉施設のひとつで、保護者が仕事や病気などにより家庭で保育

ができない場合に、保護者に代わって就学前のお子さんを保育する定員２０人以上の施設です。法令や

条例で定める基準に基づき都道府県知事に届出をして（公立）または認可を受けて（私立）運営されてい

ます。東村山市が直営で運営する公立保育所と、民間事業者が運営する私立保育所がありますが、いずれ

の保育所も、入所のための利用調整は東村山市が行い、保育料は所得に応じて市が定める額を徴収しま

す。 

 

【表の見方】 

市：東村山市、社福：社会福祉法人、NPO：特定非営利活動法人、株式：株式会社、学校：学校法人 

 

【東村山市内の保育所】※令和４年１０月１日現在（令和５年４月予定） 

区分 名称 運営主体 施設所在地 利用定員 認定区分 0歳児月齢 

公立 第一保育園 市 本町４－１５－１６ 100人 ２号・３号 生後57日～ 

公立 第三保育園 市 多摩湖町１－２３－４ 100人 ２号・３号 生後６か月～ 

公立 第四保育園 市 美住町１－４－１９ 120人 ２号・３号 生後57日～ 

公立 第五保育園 市 秋津町４－２５－１５ 100人 ２号・３号 生後57日～ 

公立 第七保育園 市 栄町１－３６－５１ 100人 ２号・３号 生後57日～ 

私立 つぼみ保育園 社福 富士見町２－２－２ 195人 ２号・３号 生後57日～ 

私立 久米川保育園 社福 萩山町５－６－１ 120人 ２号・３号 生後57日～ 

私立 花さき保育園 社福 青葉町４－１－１ 128人 ２号・３号 生後57日～ 

私立 東たいてん保育園 社福 多摩湖町１－１４－２ 72人 ２号・３号 生後57日～ 

私立 ふじみ保育園 社福 富士見町２－７－５ 100人 ２号・３号 生後57日～ 

私立 わくわく保育園 株式 久米川町１－３８－４ 90人 ２号・３号 生後57日～ 

私立 りんごっこ保育園・本園 社福 恩多町１－５５－７ 102人 ２号・３号 生後57日～ 

私立 りんごっこ保育園・分園 社福 栄町１－１８－５ 2８人 ２号・３号 生後57日～ 

私立 つばさ保育園 NPO 本町２－２２－３ ８8人 ２号・３号 生後57日～ 

私立 ほんちょう保育園 社福 本町３－４３－１ 100人 ２号・３号 生後57日～ 

私立 八国山保育園・本園 社福 野口町１－５－６ 100人 ２号・３号 生後57日～ 

私立 八国山保育園・分園 社福 野口町１－６－１０ 20人 ２号・３号 生後57日～ 

私立 青葉さくら保育園 社福 青葉町１－７－６８ 100人 ２号・３号 生後57日～ 

私立 いづみ愛児園 NPO 栄町１－３７－２８ 46人 ２号・３号 生後57日～ 

私立 萩山まるやま保育園 学校 萩山町３－２９－３７ 110人 ２号・３号 生後57日～ 

私立 天王森保育園 学校 久米川町４－４－１０ 112人 ２号・３号 生後57日～ 

私立 ソラスト東村山保育園 株式 野口町１－８―２８ ８３人 ２号・３号 生後57日～ 

 

【東村山市内の保育所（乳児保育所）】 

区分 名称 運営主体 施設所在地 利用定員 認定区分 0歳児月齢 

私立 あいあい保育園 ＮＰＯ 久米川町２－４４－２ ３３人 ３号 生後57日～ 
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４－２ 保育所を利用できる方 
保育所は、０歳児から就学前（５歳）までの集団生活ができるお子さんの受け入れが可能ですが、利用

するためには、保護者（父・母）の両方が『保育の必要性の認定事由（下記の表参照）』に該当すること

が常態となっていて、家庭で保育ができない状態にあることが必要です。 

保育所の利用を希望する保護者の方は、保育所を利用するために「保育の必要性の認定（２号認定・３

号認定）」を受けていただく必要があります。東村山市内の保育所は、東村山市民の利用が原則ですが、

広域利用による特例があります。（P30参照） 

保育の必要性の認定事由 ※両親いずれも下記事由に該当することが常態となっていること 

チェック 事由 内容 

□ 就労 １か月に４８時間以上労働する場合 

※フルタイムのほか、パートタイム、居宅内の労働（自営業等）など、基本的

に全ての労働を含みますが無報酬のボランティアや家事手伝いは除きま

す。 

□ 妊娠・出産 出産月とその前後２か月（合計５か月）の期間内である場合 

□ 保護者の疾病・障害 保護者が病気、負傷、精神若しくは心身に障害を有している場合 

□ 親族の介護・看護 同居の親族（長期入院などをしている親族を含む。）を常時介護又は看護して

いる場合 

□ 災害復旧 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合 

□ 求職活動 求職活動（起業準備を含む。）を継続的に行っている場合 

□ 就学 就学（学校職業訓練校等における職業訓練を含む。）中の場合 

≪その他下記のような場合にも保育所の利用が認められています。≫ 

□ 虐待やＤＶを受けているまたはそのおそれがあること 

□ 育児休業取得時に、すでに保育所を利用している子ども（兄・姉）がいて、その在園中の子ど

もの継続利用が必要であること  

※育児休業中の新規入所利用（育児休業取得対象児童の利用）の場合は、該当しません。 

□ その他、上記に類するものとして市町村が認める場合 

※「集団生活に慣れさせるため」、「幼稚園に入園できる年齢に達していないため幼児教育の場として利用したい」と

いう理由だけでは利用対象にはなりません。 

※ 上記の事由に該当している場合で、教育・保育給付認定証が交付されていても、施設の受け入れ枠より多くの利

用申請がある場合は、市が対象者の中から利用可能な方を選考します。（選考結果により、希望施設の利用ができな

い場合があります。） 

≪次に該当する方は、留意事項がありますので、対象のページをご参照ください≫ 

◎育児休業中の方（育休継続利用） Ｐ３８（★７） 

◎求職活動中の方（求職） Ｐ３１（★６） 

◎申請後に、事由の変更が生じた方 Ｐ３８（★１） 

 

４－３ 開所日 

開所日 
開所日 お休み 

月曜～土曜 日曜日、祝日、年末年始（１月１日～３日、１２月２９日～３１日）他 

※その他、市長が特に必要と認めた場合には、臨時に休所する場合があります（被災復旧時など）。 

※利用の前に施設から「重要事項説明」を受け、開所日を確認してください。 

※お休みの日に例外的に保育を行う特別保育事業もあります。 
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４－４ 利用時間 

 保育所には、実際に施設を開所している時間帯が施設ごとに定められていますが、そのうち保護者が

施設を通常利用できる時間帯は、「保育の必要性の認定」を受ける際に認定されます。 

【利用時間に関する認定区分】 

認定区分 １日の利用時間 内容 

保育標準時間認定 最長１１時間 主に両親がフルタイムで就労している場合を想定 

※就労の場合、月に１２０時間以上の就労をしていること 

保育短時間認定 最長 ８時間 主に両親又はいずれかの保護者がパートタイムで就労してい

る場合を想定 

※就労の場合、月に４８時間以上１２０時間未満の就労をして

いること 

 ※就労時間の算定をする際は、勤務時間のほか、休憩時間や通勤時間を考慮します。  

 ※１日の利用時間で示される最長時間の範囲内の利用は、毎月の保育料のみで保育が受けられます。 

 

 就労の場合は、上記の表のとおり勤務時間等から算定し、いずれかの区分を認定することになります

が、「保育の必要性の認定事由」のうち、就労以外の認定区分の方は、次の表の区分で認定します。 

【就労以外の場合の利用時間に関する認定区分】 

認定事由 認定区分 

妊娠・出産 保育標準時間 

保護者の疾病・障害 保育標準時間／保育短時間 

親族の介護・看護 保育標準時間／保育短時間 

災害復旧 保育標準時間 

求職活動 保育短時間 

就学 保育標準時間／保育短時間 

虐待やＤＶのおそれがあること 保育標準時間 

育児休業取得時に、すでに保育所を利用している子ども（兄・

姉）がいて、その在園中の子どもの継続利用が必要であること   

※新規入所利用の場合は該当しません。 

保育短時間 

その他、上記に類するものとして市町村が認める場合 保育標準時間／保育短時間 

 ※詳細は第２章 ２－２ 子どものための教育・保育の認定（P4～）をご覧ください。 

 

 保育所を利用できる時間は、保育の利用時間の認定区分に応じて、①通常利用の時間帯と、②延長利用

（特別延長利用を含む。）の時間帯に分かれます。認定時間の範囲内は、通常利用することができます。

認定時間の範囲を超える利用については、「延長保育事業」の利用となります。 
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４－５ 入所手続 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 年度当初に新規入所の申請を行う場合 

①  募集案内・相談・見学等         ⇒ ４－１及び施設紹介編参照 

募集案内 ■令和５年４月以降入園希望者用の利用案内資料を配布します。 

【配布時期】令和４年１０月３日（月）～ 様式（一部）のホームページ上での先行公開 

      令和４年１０月１２日（水）～ しおり・申請書類等の配布 

【配布場所】保育幼稚園課・各地域窓口で配布しています。 

※市ホームページからもダウンロードできます。 

相談・見学 ■申請にあたり、市役所保育幼稚園課窓口等で事前相談を行っていますので、このしおりをお

読みのうえご来庁ください。 

■保育所では、希望者向けの施設見学を行っています。見学を希望される方は、各希望保育所

に直接ご連絡のうえ、お子さんと一緒に見学をされることをおすすめします。 

■食事や職員体制など施設によって異なることがあります。詳細は、各施設にご確認のうえ、

入所希望にするかご検討ください。 

 

▼  

② 利用のための認定申請（保育の必要性の認定）      ⇒ ４－２参照 

認定申請 ■保育の必要性の認定を受けるための申請を行います。（入所資格の認定） 

【提出先】 保育幼稚園課 

【提出方法】窓口提出 郵送 

【提出期間】令和４年１０月１２日（水）～１１月４日（金） 

２０時保育幼稚園課必着 

【提出書類】「４－７ 入所手続に必要な書類」（Ｐ３３～）をご覧ください。 

※書類不備の場合は受付ができません。早めの手続をしてください。 

※東村山市在住の方で市外の保育所を希望される方 ⇒Ｐ30参照 

※東村山市以外に在住の方で東村山市内の保育所を希望される方 ⇒Ｐ30参照 

認定の審査 ■申請内容を審査し、教育・保育給付認定証の交付の可否、認定証記載の各区分（２号認定・３

号認定／保育標準時間・保育短時間／利用料区分等）を判断します。 

■申請内容に不明な点がある場合は、電話確認や訪問調査などによる実態調査を行うことがあ

りますので、あらかじめご承知ください。 

認定証の交付 ■市に提出された書類を確認し、利用者に教育・保育給付認定証を郵送で交付します。 

【交付予定時期】３月中を予定 

▼ （次ページにつづく） 

  

第４章 保育所 ≫ ４－５ 入所手続 ≫ 手続Ａ 

利用手続 新規入所 令和５年４月入所  

令和５年５月以降入所 

Ａ新規当初：Ｐ２６ 

Ｂ新規途中：Ｐ２８ 
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▼  

②  施設利用の申請（希望保育所の申請）       ⇒ ４－５参照 

申請 ■施設利用にあたって、希望する保育利用申請をします 

【提出先】 保育幼稚園課 

【提出方法】窓口提出 郵送  

【提出期間】令和４年１０月１２日（水）～１１月４日（金）２０時保育幼稚園課必着 

 ※期間経過後の申請は、第二次選考の対象となりますのでご注意ください。 

 ※入所書類提出後の各種書類の再提出の締切日は令和４年１２月２３日（金）までとなります。 

【提出書類】４－７（Ｐ３３～） をご覧ください。 

■複数の保育所、保育所以外の施設等（新制度上の施設・事業）も同時に申請可能です。 

▼  

④ 利用調整（入所選考）         ⇒ ４－８参照 

選考 ■各保育所の受入人数を超える申請があった場合は、入園可能な方を選考します。 

■選考は、施設ごとに「入所選考」をし、市の定める利用調整基準（Ｐ６４～参照）に基づき、

児童ごとに指数を判定し、入所の内定か保留（待機）かを決定します。 

＜第１次選考＞ 

【選考期間】１月～２月を予定 

【結果通知】令和５年２月８日 

      （水）予定 

＜第２次選考＞ 

【選考期間】３月を予定 

【結果通知】３月中 

▼   ▼  

⑤ 内定  ◎ 内定を受けられなかった場合 

内定 選考の結果、内定に至った方には

「利用調整結果通知書（内定）」を交

付します。 

 保留 

（待機） 

選考の結果、内定に至らなかった

方には「利用調整結果通知書（保

留）」を交付します。 

▼   ▼  

⑥ 入所前面談・健康診断  ◎ 利用者支援 

入所前面談 

健康診断 

内定後に、各保育所で面談・健康診

断を行います。 

 あっせん等 利用希望に応じて、入所可能な施

設のあっせんや、代替事業の紹

介、第２次選考案内を行います。 

第２次選考申請提出期間内に必

要に応じて希望施設・事業の追加

や変更を受け付けます。 

 ※面談・健康診断の結果により、当

該施設での保育が困難と判断され

た場合には、入所決定（契約）に至

らないことがあります。 

➪ 

▼     

⑦ 入所決定（契約） 

入所決定 面談・健康診断の結果、当該保育所での集団生活が可能と判断された場合には「保育所入所承 

諾通知書」を送付します。※入所決定の取消しについて（Ｐ31★４）にもご留意ください。 

▼     

⑧ 入園（ならし保育） 

入園 原則として１日（月初）からの入園となります。 

ならし保育 保育所に入所後、お子さんが施設の生活に少しずつ慣れるように、短い保育時間から始め、徐々

に保育時間を長くしていく「ならし保育」を行います。 

 

②利用のための

認定申請と同時

に手続を行いま

す。 

※ 第２次選考について 

第１次選考で内定となった方の内定辞退等により、保育所の受け入れ枠

に空きが出た場合に、第１次選考結果が保留となった方と第２次選考受

付期間中に申請のあった方を対象に再選考を行います。 

第４章 保育所 ≫ ４－５ 入所手続 ≫ 手続Ａ 
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＜申請に係るクラス編成＞ 

クラス 対象児童の生年月日 

０歳児クラス 令和０４年（２０２２年）４月２日～ ※ 

１歳児クラス 令和０３年（２０２１年）４月２日～令和０４年（２０２２年）４月１日 

２歳児クラス 令和０２年（２０２０年）４月２日～令和０３年（２０２１年）４月１日 

３歳児クラス 平成３１年（２０１９年）４月２日～令和０２年（２０２０年）４月１日 

４歳児クラス 平成３０年（２０１８年）４月２日～平成３１年（２０１９年）４月１日 

５歳児クラス 平成２９年（２０１７年）４月２日～平成３０年（２０１８年）４月１日 

※０歳児クラスは、施設により受入月齢が設定されていますので、希望先の設定をご確認ください。 

 

 

Ｂ 年度途中に新規入所申請を行う場合 

 年度途中に入所を希望される場合の手続は、原則として年度当初に新規入所の申請を行う場合の手続

き（□Ａの流れ）と同じになります。なお、年度途中入所については、欠員発生、定員拡大等により受入枠

ができた場合に、欠員補充として募集を行います。 

● 令和５年４月１日入所申請の手続を行った方で、利用調整（選考）の結果「入所保留（待機）」とな

っていて、引き続き入所希望の場合には、再度手続を行う必要はありません。希望先の保育所に欠員

が発生した場合には、既に提出されている書類をもとに利用調整（選考）を行い、入所可能となった場

合には□Ａの手続きの⑤以降の手続きとなります。 

● □Ａの申請期間中に申請を行った結果、お子さんが出生予定日までに生まれず、４月入所時点で受入

可能月齢に達しなかったために入所内定が取り消された方は、希望に応じて受入可能月齢に達した月

の利用調整（選考）の対象とすることができます。この場合は、□Ａの手続の④以降の手続となります。 

● 月の途中からの入所はできません（原則申請月の翌月１日からの入所となります）。 

● □Ａの手続を行っていない方で、新たに５月以降の利用を希望される方は、次の期日までに書類を提

出する必要があります。（郵送可） 

②利用のための認定申請の提出期限 入所希望月の前月１０日まで 

③施設利用申請の提出期限 入所希望月の前月１０日まで 

※土日・祝日の場合は休み明けの最初の平日が締切日になります。（必着） 

※東村山市以外の保育所の利用を希望される方は、日程や手順等が異なる場合がありますので、保育所

の所在市区町村の担当課へご相談ください。 
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４－６ 保育所入所手続の特記事項 

★１ 特別優先枠の申請について 

 東村山市では、保育所の定員の一部を特別優先枠として設定しています。特別優先枠を使って入所申

請をされた場合、先行して利用調整が行われます。特別優先枠の利用調整後に、特別優先枠以外の方の利

用調整を行います。特別優先枠を利用したい場合は、教育・保育利用申請書の所定欄に希望する旨の記載

が必要です。 

※特別優先枠を利用する場合の手続は、一般の申請手続（４－５参照）と同じです（特別優先項目にチェック）。 

【特別優先枠】 

特別優先枠 利用条件 備考 

１ 手厚い保育優先枠 成長・発達に遅れや課題がある、または医療的

ケアが必要で、一定の配慮のもと集団保育が

可能と見込める児童について、申請ができま

す。 

通常保育での申請とは別に、利用調整を行い

ます。 

各施設の受入れ可能な人数・年

齢等の状況に応じて利用調整を

行います。 

２ 連携施設卒園児優先枠 当該保育所が、乳児専用保育所・家庭的保育事

業・小規模保育事業などの連携施設に設定さ

れている場合、連携先の施設の卒園時に限り

連携施設進級枠の申請ができます。 

下表参照 

※医療的ケアとは、喀痰吸引や経管栄養など日常生活や社会生活を営むために恒常的に行う医療行為のこと。 

【施設別特別優先枠】※令和４年１０月時点（令和５年４月予定） 

区分 名称 手厚い保育優先枠 連携施設卒園児優先枠 

公立 第一保育園 ４人 せいしん保育室 

公立 第三保育園 ４人 りんごっこ駅前保育園 ことり保育室 

はじめの保育園 

公立 第四保育園 ４人 志村ママ 

公立 第五保育園 ４人 みゆき保育所 

公立 第七保育園 ４人 あいあい保育園 りんごっこ久米川駅前保育園 

久米川たいよう保育園 

私立 つぼみ保育園 ６人 - 

私立 久米川保育園 ４人 りんごっこ久米川駅前保育園  

クレイドルの保育園 子どもと私 久米川 

私立 花さき保育園 ２人 エメット保育園 

私立 東たいてん保育園 ２人 ことり保育室 

私立 ふじみ保育園 ４人 ニチイキッズ東村山保育園 

私立 わくわく保育園 ２人 しんあきつ保育園 

私立 りんごっこ保育園・本園 ２人 - 

私立 りんごっこ保育園・分園 － - 

私立 つばさ保育園 ２人 あいあい保育園 

私立 ほんちょう保育園 ４人 ニチイキッズ東村山保育園 りんごっこ駅前保育園 

私立 八国山保育園・本園 ４人 - 

私立 八国山保育園・分園 － - 

私立 青葉さくら保育園 ４人 田中ママ あいあい保育園 

私立 あいあい保育園 － ※乳児保育所（２歳児まで在園可能）は受入れ無 

私立 いづみ愛児園 ２人 - 

私立 萩山まるやま保育園 ２人 ニチイキッズ東村山保育園 

私立 天王森保育園 ２人 あいあい保育園 

私立 ソラスト東村山保育園 ２人 - 

※特別優先枠の定員は、各施設の受入体制などを勘案し、施設定員総数の中で設定しています。原則として対象児童
の卒園、退所等により優先枠に空きが発生した場合に、随時募集となります。 
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★２ 広域利用の申請について 

東村山市民が他の市区町村の区域内にある保育所を利用する場合（管外委託）と、他の市区町村の  

住民が東村山市内の保育所を利用する場合（管外受託）があり、居住自治体と保育所の所在自治体が異な

るこれらの利用形態を「広域利用」といいます。広域利用をお考えの方は、下記の点について、通常と異

なる手続等が必要となりますのでご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域利用の要件 

  広域利用を希望される方は、下記の事情等がある場合に、東村山市と他の市区町村で利用に関する

協議を行ったうえで利用申請ができます。 

①年度途中の引っ越しにより他の自治体へ住所が移転した場合で、これまで利用していた施

設を継続して利用したい場合 

②里帰り出産時に利用したい場合 

③虐待・ＤＶ等による緊急避難により避難先自治体の施設利用が必要な場合 

④自宅付近に利用可能な施設が無い等の事情により勤務先周辺の施設利用を希望する場合 

利用手続 

  管外受託または管外委託の場合には、教育・保育給付認定証を発行する市区町村と施設の利用調整

を行う市区町村が分かれますので、漏れの無いように各種手続を行う必要があります。各市区町村に

より手続期間や締切日が異なりますので、必ず期日内に所定の手続をしてください。 

 管外受託の場合（東村山市民以外⇒東村山市内の施設を利用希望） 

教育・保育

給付認定 

住民票のある市区町村に申請する必要があります。詳細は、お住まいの市区町村の保育

担当課へお問い合わせください。 

利用申請 

利用調整 
住民票のある市区町村（在住市区町村）に申請する必要があります。在住市区町村の保

育担当課は、速やかに東村山市へ必要書類を送付します。東村山市が利用調整を行った

後、在住市区町村から結果を通知します。 

 管外委託の場合（東村山市民⇒東村山市外の施設を利用希望） 

教育・保育 

給付認定 

東村山市に申請する必要があります。詳細は、保育幼稚園課へお問い合わせください。 

利用申請 

利用調整 
東村山市に申請する必要があります。東村山市は、速やかに提出された書類を希望施設

の所在市区町村の保育担当課（所在市区町村）へ必要書類を送付します。所在市区町村

が利用調整を行った後、東村山市から結果を通知します。 

利用調整における指数算定上の取り扱い 

 希望の施設に利用申請をした後に、希望施設の募集人数を超える申請があった場合には、保育所の所

在市区町村で利用調整（入所可能な方の選考）が行われますが、広域利用の場合は、「保育所の所在自

治体の住民が優先」されることがあります。 

利用者負担 

  住民票のある市区町村が定める利用者負担額になります。 

  

  

Ａ市 

 

 

 

 

 

東村山市 

 

 

 

 

 

広域利用 
管外委託 
東村山市→Ａ市 

管外受託 
Ａ市→東村山市 
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★３ 申請後の内定辞退について 

 入所内定通知が届いたあと、入所内定を辞退する場合は、「保育施設等の利用内定辞退・利用申請取

下届」を保育幼稚園課へ提出していただく必要があります。書式は保育幼稚園課窓口にお問い合わせく

ださい。 

 入所内定を辞退された場合は、その利用枠が直ちに待機者等の入所選考対象となりますので、辞退  

される方は早急に保育幼稚園課へご連絡ください。 

 

★４ 入所決定の取消しについて 

 次に掲げる事項に該当する場合には、入所決定を取消し、退園していただきます。 

 

① 保護者が認定された「保育の必要性の認定事由」に該当しなくなった場合 

 ※認定された事由に該当しなくなったが、他の事由に該当する場合には、直ちに保育幼稚園課へ連絡

し、教育・保育給付認定変更申請手続を行ってください。この手続を経ずに認定された事由が確認

できないことが判明した場合は、入所決定の取消しとなります。 

② 申請内容が虚偽であることが判明した場合 

※ 教育・保育給付認定証記載の保育の実施期間（認定期間）が満了した場合は、認定証は失効となり

ます。教育・保育給付認定変更申請手続により、新たな実施期間の継続が認められる場合は、有効期間

内に変更手続を行う必要があります。 

 

★５ 育児休業中の申請について 

育児休業中の方については、保育を必要とする事由に該当しないため、申請はできません。 

ただし、入所希望月の末日までに確実に育児休業を取得している職場へ復帰する予定がある場合には、

当該月の１日からの入所申請が可能です。この申請により、内定通知を受けた方は、復帰後２週間以内

に当市様式の「復職証明書」を提出してください。期日までに提出が無い場合や、入所後に職場復帰を

していないことが判明した場合は、内定の取消しまたは退園となる場合があります。（★４の①に該

当）。 

 

★６ 求職中の申請について  

 求職中の方も、保育所の利用申請をすることができます（「求職活動」に該当）。ただし、求職活動を

理由に利用できる期間は３か月間になります。この間に仕事に就いた場合は、認定事由を「就労」に切

り替えることができますので、就職内定後に「認定事由変更申請手続」を行ってください。 

 なお、求職活動中は毎月求職活動証明を提出する必要があり、期日までに提出がない場合は「求職活

動の実態がない」と判断し、内定取消しまたは退園となる場合があります（★４の①に該当）。 

 

★７ 市外転居予定の方の申請について（入所希望日までに市外転居予定の方）  

市外への転居により、新規で市外の保育所利用を希望される方は、教育・保育給付認定手続に関して、

東村山市と転居先の市区町村との間で協議が必要になります。締切日や提出書類に関しては、転居先の

自治体により異なるため、該当の方はお早めに保育幼稚園課までご相談ください。 

※手続に時間がかかることがありますので、期間に余裕をもってご相談ください。 

 

★８ １０月１１日～２月３日に出生予定の方の４月入所申請について 

受入可能年齢が０歳（５７日目以後）である施設について４月入所を希望される場合は、出生予定日

が２月３日以前の場合に限り、「２月３日までに出生すること」を条件に、令和４年１０月１２日

（水）～１１月４日（金）の期間内に申請ができます。ただし、令和５年２月１７日（金）までに出生

届の写しの提出がない場合は、内定取消しとなる場合があります。 
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★９ 転園申請について 

既に保育所を利用中の方が、他の保育所の利用を希望する場合には、転園の手続が必要となります。 

 なお、転園申請後、希望先の内定通知を受けた方は、転園前の保育所には、転園申請者の枠に次の申

請者が同時に内定するため、「いかなる理由」があっても転園前の利用施設等には戻ることができませ

ん（転園希望先の内定を辞退されると、入所先がない状態となります）。 

転園内定前に申請先の変更・取り下げを行う場合は、必ず期日までに必要書類をご提出ください（詳

細は保育幼稚園課へご相談ください）。 

 

★１０ 入所できなかった方は 

定員に空きが無いなどの理由により、入所内定に至らなかった方は「入所保留（待機）」となります。

提出された書類は、申請年度の期間内（毎年度４月～翌年３月まで）は有効となりますので、再度提出し

ていただく必要はありません。 

 

（例）令和５年４月入所申請を行った場合は、令和６年３月までの入所に関しては書類の提出は不要ですが、 

令和６年４月入所申請（令和５年秋頃）を行う場合は別途手続が必要になります。 

 

 年度途中の入所申請については、在園時の退園や施設定員の拡大等があった場合に、既に提出されて

いる書類をもとに選考を行い、待機中の方が内定となった場合には、内定通知書を送付します。 

なお、教育・保育給付認定証が交付されている場合は、認定証に有効期間の記載があります。期間が満

了した場合には、新たな認定申請を行う必要があります。 
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４－７ 入所手続に必要な書類  

２号認定又は３号認定を受けて保育所の利用を希望される方は、施設利用の申請にあたり、下記記載

の必要書類を提出していただきます。提出書類は、保育の必要性の認定事由に対応して、必要書類が異な

ります。 

 

① 保育施設を利用するための申請書   

対象者 必要書類 備考 

全員 

◎子どもための教育・保育給

付認定兼保育施設等の利用

申請書 

※全員提出してください。 

※複数ページあります。記入漏れがある場合、書類不備

となり、利用調整上不利になることがあります。 

※東村山市外の施設を希望する場合で、該当市区町村の

様式を入手できず当市様式で申請する場合は、市区町

村別に申請書を記載してください。 

◎マイナンバー（個人番号）確

認書類・本人確認書類 

※確認のため、申請者は次のいずれかのマイナンバー

（個人番号）確認書類を提示または写しを提出する必要

があります。 

 ア．個人番号カード 

 イ．通知カード（現在の住所氏名等と記載内容が一致

している場合のみ） 

 ウ．マイナンバーが記載された住民票の写し 

 エ．マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書 

※上記マイナンバー（個人番号）確認書類のイ～エに該

当する書類を提出する場合は本人確認書類を提示また

は写しを提出する必要があります。 

※本人確認書類は次のいずれかの書類の提示または写し

をご提出ください。 

１点で確認可能なもの 

 ・運転免許証 ・運転経歴証明書 

 ・パスポート ・身体障害者手帳  

 ・愛の手帳  ・精神障害者手帳 等 

２点必要なもの 
 ・国民健康保険等の被保険者証 
 ・地方公務員共済組合の組合員証 
 ・年金手帳  ・児童扶養手当証書 
 ・特別児童扶養手当証書     等 

② 保育を必要とする事由を確認するための書類＜父・母ともに必要＞ 

事由 必要書類 備考 

就労 

求職内定 

＜外勤の方＞ 

◎就労証明書 

 

※不規則な勤務をされている場合や、複数箇所で勤務を

されている場合には、具体的な就労内容がわかる書類

（始業時間と終業時間、勤務場所、月間勤務スケジュ

ールがわかるシフト表など）を添付してください。 

※複数箇所で勤務している場合は、それぞれの会社での

就労証明書が必要です。 

※収入状況が不明確な場合は、別途給与明細等を依頼す

る場合がございます。 
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就労 

求職内定 

＜自営業の方＞ 

◎就労証明書 

○商業登記簿抄本・委託契約

書・開業届・確定申告書（第

一表と収支内訳書または決

算書）・営業許可書のいずれ

かの書類（コピー可） 

〇直近で一番収入が多い1か

月分の収入実績が確認でき

る書類（給与明細、報酬が振

り込まれた通帳の写し、商

品等販売代金の請求書、領

収書、請負契約書の写し等) 

※不規則な勤務をされている場合や、複数箇所で勤務を

されている場合には、具体的な就労内容がわかる書類

（始業時間と終業時間、勤務場所、月間勤務スケジュ

ールがわかるシフト表など）を添付してください。 

※複数箇所で勤務している場合は、それぞれの会社での

就労証明書が必要です。 

※保護者の一方が自営業を主として（経営者、事業主等）

営んでおり、当該保護者の配偶者が専従者等の形態で

就労している場合でも、直近の収入実績の書類につい

てはどちらも必要となります。 

＜現勤務が１年未満かつ前勤

務から３か月間経過していな

い場合＞ 

○前勤務先が証明する在籍期

間証明、もしくは前勤務先の

給与明細等 

※前勤務先の採用年月及び在籍最終年月がわかるものを

添付してください。 

＜保育士・幼稚園教諭・保育教

諭の資格を有し、市内教育・保

育施設または市が指定する認

可外保育施設に従事または従

事予定の方＞ 

〇保育士証または幼稚園教諭

免許状等の写し 

※利用希望日時点で従事していること、または従事予定

者の方に限ります。 

※市が指定する認可外保育施設とは、認証保育所、定期

利用保育施設、企業主導型保育事業等の施設です。 

  

妊娠 

・出産 

○母子健康手帳等 ※母の氏名・出産予定日・出生日が記載されたページを

コピーしてください。 

※申請時点で出産予定のあるかたは全員提出してくださ

い。 

疾病 

・障害 

○各種障害者手帳 

◎診断書 

※氏名と障害等級などが記載されたページをコピーして

ください。 

※診断書は原則として提出日の直近３か月以内に作成さ

れたものに限ります。 

介護 

・看護 

◎介護・看護状況申告書 

○各種障害手帳の写しなど介

護・看護の状況がわかる書

類 

○直近の認定時の訪問調査票

の写し 

※介護の場合には、介護度のわかる介護保険被保険者証

やケアプランなどの介護要件を確認できる書類の写し

を提出してください。 

災害復旧 ○罹災証明書等 ※詳細は保育幼稚園課にご相談ください。 

求職活動 

◎求職活動申告書及び活動報

告書 

○ハローワークカードの写し

や、活動状況を確認できる

証明書類 

 

就学 

○在学証明書又は学生証の写 

 し                   

○授業時間が確認できる時間

割・カリキュラムの写し等 

※就学予定者の場合は、合格証書の写しを提出してくだ

さい。 

※在学証明書は原則として提出日の直近３か月以内に作

成されたものに限ります。 

上記以外

の事由 

※上記以外の事由により入所を希望される方については、事情により取扱いが異なります

ので、詳しくは保育幼稚園課までお問い合わせください。 

第４章 保育所 ≫ ４－７ 入所手続に必要な書類 
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③ 利用者負担の算定及び利用調整（選考）時の指数判定のための書類 

該当者 必要書類 備考 

令和４年１月

１日現在で東

村山市に住民

登録のない方 

・ 

東村山市外の

施設に申請の

方 

○令和４年度「住民税課

税／非課税証明書」 
※令和４年１月１日現在の住所地で発行してください。 

◎令和４年度収入申告書

（令和３年分） 

※令和３年１月から令和３年１２月までの間に海外で勤務

をしていた場合に必要です。 

令和５年１月

１日現在で東

村山市に住民

登録のない方 

・ 

東村山市外の

施設に申請の

方 

○令和５年度「住民税課

税／非課税証明書」 

※令和5年１月１日現在の住所地で発行してください。 

※令和5年９月入所選考より必要な書類となります。 

 令和5年８月までに入所申請をされていて、申請時に提

出していない方は、追加提出が必要となります。 

◎令和５年度収入申告書

（令和４年分） 

※令和4年１月から令和4年１２月までの間に海外で勤務

をしていた場合に必要です。 

生活保護を受

給されている

方 

〇生活保護受給証明書 

※生活保護所管課の担当ケースワーカーにお問い合わせく

ださい。 

※世帯全員分を発行してください。 

ひとり親の方 
〇戸籍謄本（戸籍全部事

項証明書） 

※原則として提出日の直近３か月以内に発行されたものに

限ります。 

※児童扶養手当証書または児童扶養手当支給停止通知書の

コピーで代用することが可能です。 

※ひとり親になる事由発生直後で、申請までに発行が間に

合わない場合は、受理証明のコピーで代用することが可

能です。 

入所希望日ま

での間、認可

外保育施設・

幼稚園の預か

り保育・企業

内託児所を利

用中の方 

◎保育施設等利用証明書 
※複数の施設・事業を利用されている方はそれぞれ必要で

す。 

入所希望日ま

でに東村山市

に転入予定の

方 

◎転入誓約書 

○住宅に関する次のいず

れかの書類の写し 

①売買契約書 

②賃貸借契約書 

③使用貸借契約書 

※売買契約の場合は、引渡日の記載が表示されているこ

と、賃貸借契約書・使用貸借契約書の場合は、入居予定

日・契約期間の記載があることなど、期日までの転入が

確実であることを証する書類であることが必要です。 

第４章 保育所 ≫ ４－７ 入所手続に必要な書類 
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求職中の方

で、生計中心

者の失業によ

り保育の必要

性が高い方 

○生計中心者であること

がわかる書類 

※戸籍謄本・住民票など家族構成のわかる書類、家族全員

の課税状況のわかる書類などを提出してください。 

単身赴任中の

方 

○光熱水費等公共料金の

請求書 

○職場の辞令等 

※赴任先の居住実態がわかる書類を提出してください。 

離婚調停中で

父母別居の方 

○裁判所呼び出し状の写

し等 
 

手厚い保育優

先枠での入所

を希望する方 

◎主治医意見書 

○各種障害者手帳 

※主治医意見書の他に、必要に応じて児童の様子が分かる

書類を追加でお願いする場合がございます。 

※氏名と障害等級などが記載されたページをコピーしてく

ださい。 

＜提出上の注意＞ 

※上記の表による書類以外に、追加の書類提出をお願いすることがあります。 

※追加書類を含め、必要書類が期日までに提出されない場合は、選考過程において不利となることがあります。 

※虚偽の提出書類が提出されていたことが判明した場合は、入所内定・入所決定を取り消すことがあります。 

※ご提出いただいた書類は返却できません。必要な場合には、事前にコピーをお取りください。 

 

４－８ 利用調整（入所選考）  
 保育所の利用申請者数が、保育所の受け入れ可能な人数を超えた場合には、東村山市が利用調整（選

考）を行います。利用調整は、申請のあった世帯・児童ごとに指数を算定し、指数の高い方から順に入所

可能な方を内定することを基本としています。 

なお、利用申請者数が、受け入れ可能数以下の場合には、利用調整は行いません。 

 指数や順位の判定は、利用調整により決定します。 

 

【利用調整の手順】 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該当する調整指数を合算 

（加点・減点全て合算） 

申請児童の指数決定 

（基準指数＋調整指数） 

同点指数の者が複数いる場合は 

同点時調整により順位を判定 

申請者全員を順位付け 

上位から順に内定 

調整指数表により算定 

同点時判定表により算定 

父の基準指数＋母の基準指数 

利

用

調

整 

基準指数表により算定 

第４章 保育所 ≫ ４－７ 入所手続に必要な書類 ～ ４－８ 利用調整（入所選考） 
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４－９ 利用調整（令和４年度からの主な変更点） 
 利用調整指数等は毎年度見直しを行っているため、必ず入所希望年度の指数等をご確認ください。令

和４年度からの主な変更点は以下のとおりです。令和５年度利用調整指数等は、巻末資料(P64)をご覧く

ださい。令和５年４月１日入所の利用調整より適用いたします。 

 

★基準指数表 

 以下の項目について、内容が変更となります。 

項目５：「就労」内の「外勤及び自営中心者」「自宅等勤務者」「自営の中心者以外」を同一 区分へ

と変更 

項目５、６、７：「就労」、「看護・介護」の居宅外、「就学」の点数区分を１日当たりの時間から１月

当たりの時間へと変更 

  項目６：「看護・介護」 

   (変更前) 

  
 (変更後) 

  

★調整指数表 

 以下の項目が追加となります。 

  ①保護者それぞれにかかわるもの 

   減算：就労状況に対して就労（収入）実績に整合性がない場合  

  ③児童にかかわるもの 

   加算：異なる保育施設に兄弟姉妹が在園しており、兄弟姉妹が在園する園に転園申請する児童(希

望園が１園のみの場合に限る) 

★同点時判定表 

 以下の項目の番号または内容が変更となります。 

  項目７：転園申請の児童より新規申請の児童を優先する 

⇒令和４年度項目番号１１から変更 

  項目８：兄弟姉妹が在園している保育所等(地域型保育事業、認定こども園を含む)を希望または兄

弟姉妹が同じ保育所等を希望している児童を優先する 

⇒令和４年度項目番号７から変更及び第一希望要件を削除 

 

 

 

 

 

 

 

居宅内

重度障害者及び重度要介護者の全面的な介護・看護を常態

精神、身体、愛の手帳等及び診断書等保有者の部分的な介護・看護を常態

上記以外

居宅内

身体障害者手帳２級以上、精神障害者保健福祉手帳１級、愛の手帳２度以上を所持者または要
介護認定４以上の者またはそれに準ずる者の看護・介護を常態

身体障害者手帳３級以下、精神障害者保健福祉手帳２級以下、愛の手帳３度以下を所持者また
は要介護認定３以下の者またはそれに準ずる者の看護・介護を常態

上記以外

第４章 保育所 ≫ ４－９ 利用調整（変更点）  
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４－１０ 入所後の各種手続 

★１ 申請当時と状況が変わった場合について 

 ・転居、氏名の変更、家族（世帯員）の増減などの家庭状況の変更 

 ・勤務先や勤務時間の変更、出産に伴う休職などの家庭で保育できない事由の変更 

 上記のような事情の変更があった場合は、直ちに保育幼稚園課へお問い合わせください。 

 教育・保育給付認定変更申請手続を行う必要があります（証明書類の添付が必要になります）。 

  また、家庭状況の変更（結婚・離婚）等があった場合にも、世帯所得の変更に伴い利用者負担額が変

更になる場合がありますので、直ちに保育幼稚園課へご連絡ください。 

★２ 退園について 

保育を必要とする事由が解消された場合や、転居する場合など、入所している保育所を退園すること

が決まった場合は、できるだけ早く「保育幼稚園課」と「通園している保育所」にその旨を連絡し、「退

園届」を保育幼稚園課まで提出してください。退園届が受理されない場合は、在籍していることになり、

通園していなくても利用者負担の支払いが必要になる場合がありますのでご留意ください。 

★３ 休園について 

諸事情により在園しているお子さんが長期間休園する場合には、「休園届」を在園施設へ提出してくだ

さい。 

※休園可能期間は原則２か月となります。 

※休園期間中も保育料は発生します。その後退所となる場合も、休園期間中の保育料はお支払いいた
だきます。 

★４ 転居（市外に転出後、引き続き通園希望の方）について 

東村山市外に転出し、引き続き通園を希望する方は、できるだけ早く「保育幼稚園課」と「通園して

いる保育所」にその旨を連絡し、「退園届」を提出してください。その後、転入先の市区町村の保育担

当窓口で入園申請を行ってください。他の市区町村では、入園の提出書類や申請期日が東村山市と異な

る場合がありますので、事前に確認をされることをおすすめします。 

★５ 育児休業中で認可保育所等に入所した場合 

育児休業を取得中に認可保育所等（保育所、認定こども園（保育枠）、地域型保育事業）へ入所した場

合には、入所月の月末までに育児休業を取得した職場へ復帰し、直ちに「復職証明書」を保育幼稚園課へ

提出する必要があります。職場復帰後２週間以内に「復職証明書」の提出が確認できない場合は、退園と

なります（保育所入所手続の特記事項Ｐ３１★４の①に該当） 

★６ 現況届の提出 

入所後、教育・保育給付認定書の内容について現況確認を行います。内容に変更があった場合には、直

ちに認定変更申請などの手続を行う必要があります。これらの手続によらず、教育・保育給付認定証に記

載の事実が確認できない場合には、退園となることがあります。 

★７ 入所児童の弟・妹の出産に伴う育児休業取得 

保護者が育児休業（育児・介護休業法に基づく育児休業）を取得することになった場合、休業開始前に

既に保育所に入所していた子どもについては、保護者の希望や保育所の利用状況を踏まえた上で、児童

福祉の観点から、次のようなケースに該当する場合に限り継続入所を可能とします。 

①次年度に小学校入学を控えるなど、子どもの発達上環境の変化に留意する必要がある場合 

②保護者の健康状態やその子どもの発達上環境の変化が好ましくないと考えられる場合 

 ただし、継続入所が可能となった児童が保育所を継続して利用できる期間は、下記のＡ・Ｂのうち末日

が早い方を期日とします。 

 Ａ：職場が定める育児休業期間末日 

 Ｂ：出生児が満１歳になる年度末日 

東村山市においては、待機児童の状況などに鑑み、継続利用期間を一定の範囲に制限せざるを得ない 

状況にありますので、これらの状況が改善されるまでの間、このような取り扱いとします。 

第４章 保育所 ≫ ４－10 入所後の各種手続 
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４－１１ 保育所利用者負担（保育料）等 
 保育所の利用者負担（保育料）は、公私立の区別なく、教育・保育給付認定区分（２号認定・３号認

定）、認定区分に基づく利用時間（標準時間・短時間）、世帯の課税状況、その児童の順位（第１子、第２

子、第３子以降）等により決定します。延長保育料は、利用者負担とは別に各施設が設定します。 

１．利用者負担（保育料）について 

 令和５年度の利用者負担額は、巻末の「利用者負担額（保育料）一覧表」をご参照ください。 

【利用者負担額（階層）の決定】 

利用者負担額は、下記の事項に基づいて、決定します。 

①保護者の市民税所得割額の合計 

令和5年４月～令和5年８月分の利用者負担 ➔ 令和４年度市民税所得割額 

令和5年９月～令和6年３月分の利用者負担 ➔ 令和5年度市民税所得割額 

②４月１日時点のお子さんのクラス年齢 

③認定区分に基づく保育の利用時間（標準時間・短時間） 

 

※ 利用者負担額は、令和５年４月～８月までの上期分と令和５年９月～令和６年３月までの下期分

に分けて、年２回決定します。９月から算定基礎となる課税の年度が切り替わるため、利用者負

担額が変わる場合があります。 

※ 利用者負担の算定に用いる市民税額は、寄付金控除、住宅借入金控除等を適用する前の税額にな

るため、市民税の決定通知書とは金額が異なる場合があります。 

※ 非課税世帯でひとり親の場合、同居している祖父母等の課税状況も算定します。 

※ 海外在住等により課税額が判定できない場合は、実収入額の申告等（要証明）に基づき、みなし

税額算定を行います。 

【減額制度】 

●多子負担軽減 

 保護者と生計を一にしている子どもが２人以上いる場合、年齢が高い順に数えて２番目の子（第２

子）の利用者負担は半額、３番目（第３子）以降の子の利用者負担は無料となります。 

 

●所得・世帯状況による減額 

 次の（ア）（イ）いずれかに該当し、かつ、世帯合計市民税所得割額が７７，１０１円未満の世帯

は、保護者と生計を一にする子を対象に年齢の高い順に数えて１番目（第１子）の利用者負担は半

額、２番目（第２子）以降の子の利用者負担は無料となります。 

（ア） ひとり親世帯 

（イ） 保護者と同一世帯内に、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者手帳の交付を受けた者、

特別児童扶養手当の支給対象児童、障害基礎年金の受給者のいずれかに該当する方がいる 

【減免制度】 

月の中途で生活保護法による保護を受けた場合や、収入の減少等があり、利用者負担の納入が困難

となった場合には、利用者負担の減額または免除されることがあります。 

減免を受けるには、「東村山市利用者負担減免申請書」の提出が必要です。申請者に対し、減額又

は免除の諾否を決定し、「東村山市保育料減免決定・却下通知書」により通知します。 

利用者負担の減免は、申請した月の翌月から適用になります。 
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２．利用者負担の納付方法について 

項目 原則 例外 

納付方法 口座振替 

（自動払込

み） 

口座振替ができない場合には、納付書により納付してい

ただきます。 

納期限 各月の末日 ４月分については５月分の納付期限日と同じです。 

※４月分→５月末日 

末日が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日となりま

す。 

領収書の扱い 支払いの証明となりますので、必ず保管してください。 

※上記納付方法は、Ｐ23に記載された認可保育所に在籍される方のみです。その他の施設に在籍され

ている方の納付方法については、各施設にお問い合わせください。 

※市外公立認可保育所に在籍されている方の納付方法については、公立保育所を運営する区市町村に

お問い合わせください。 

※残高不足等で指定口座から引き落としができなかった月の利用者負担額については納付書でのお支

払いとなります。 
 

３．利用者負担の滞納について 

利用者負担を期日までに納入していただけない場合は、法令の規定に基づき下記の対応を行うことが

あります。利用者負担の一括納入が困難な場合は、必ず事前に保育幼稚園課へご連絡ください。 

①督促状・催告書の送付 

②児童手当からの特別徴収（児童手当の支給額から未納分へ充当します） 

③勤務先・取引先等への財産調査（③を実施するために、関係者への調査を行います） 

④差押え等の滞納処分（給与・売掛金・預貯金・不動産・自動車などの財産を差し押さえます） 
 

４．実費徴収について 

 利用者負担のほか、保育活動において必要経費が発生する場合があります。 

（例）イベント時の写真代、おむつ代、遠足時の交通費、教材費※、制服代※、通園バッグ代※など 

※印は、主に認定こども園の保育利用の場合に設定されることがあります。 

【食材料費（給食費）】 

  ３歳児クラスから５歳児クラスの食材料費については、原則保護者負担となります。金額について

は、教育・保育のしおり「施設紹介編」をご参照ください。 

  なお、０～２歳児クラスのお子さんは、利用者負担額に副食費が含まれています。 

  以下のいずれかに該当する場合は、副食費が免除されます。 

（ア） １号認定の場合、市民税所得割合算額が７７，１０１円未満の世帯 

２号認定の場合、市民税所得割合算額が５７，７００円未満の世帯 

（ひとり親、同一世帯に心身障害者等に該当する方がいる場合は、７７,１０１円未満） 

（イ） １号認定の場合、小学校３年生までのお子さんの中で数え、第３子以降のお子さん 

２号認定の場合、小学校就学前のお子さんの中で最年長のお子さんを第１子と数え、第３

子以降のお子さん 
 

５．留意事項 
 結婚や離婚等により世帯所得に変更があった場合や市民税の修正申告を行ったことにより市民税額が

変更になった場合には、利用者負担等を再算定しますので、必ず保育幼稚園課までご連絡ください。 
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４－１２ 保育所等で実施する特別保育事業 

延長保育 

※保育所の入所者に対して実施する事業であるため、利用にあたっては「保育の必要性の認定（２号認定・３号認

定）」を受けていることが必要です。 

※基本保育時間を延長する事業であるため、延長保育時間のみを利用することはできません。 

【公立保育所延長保育料徴収基準表】 

区分 対象となる子どもの認定区分 時間帯 
延長保育料 

単位：１回 
上限額 

短時間延長（朝） 保育短時間認定 
午前７時から 

コアタイムまで 
100円 

１月当たり 

1,000円 
短時間延長（夕） 保育短時間認定 

コアタイムから 

午後６時まで 
100円 

標準時間延長（基本） 
保育短時間認定 

保育標準時間認定 

午後６時から 

午後７時まで 
500円 

１月当たり 

4,000円 

※私立保育所については、各施設にお問い合わせください。 

 

手厚い保育 
事業内容 成長・発達に遅れや課題がある児童や、医療的ケアが必要な児童について

手厚い保育優先枠を設定し、これを利用して入園した児童に対して、保育

職員の加配等により保育上の配慮を行います。 

実施日数 原則、保育所の開所日と同じ 

※月曜～土曜（日曜日、休日、年末年始は休み：４－３参照） 

実施時間 各施設の通常利用時間（Ｐ２５参照）に準じます。 

※基本保育時間を超えて利用が必要な場合は、実施施設とご相談ください。 

対象者 ・病気や障害があって、保育上の配慮が必要となる児童 

・言葉が遅れている、多動、こだわりが強い等、発達の遅れや課題があり、保育上の

配慮が必要となる児童 

・医療的ケア（喀痰吸引や経管栄養など日常生活や社会生活を営むために恒常的に行

う医療行為）が必要で集団保育が可能な児童 

利用料金 

（利用者負担以外） 

通常利用時間内は、無料です。 

※通常利用時間を超えて利用が必要な場合は、実施施設とご相談ください。 

利用手続 子どもための教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申請書に、手厚い保育優先枠を

希望する旨の記載が必要です。また児童の様子を確認するため、主治医意見書（所定

の様式あり）の提出が必要になります。 

※手厚い保育優先枠については、４－６（特記事項★１：Ｐ２９）をご参照ください。 

 

事業内容 保育所では、通常利用が可能な基本保育時間帯（保育標準時間：１日１１

時間、保育短時間：１日８時間）を超えた時間帯について、引き続き施設

を開所し、希望者に対して保育時間を延長して保育を行っています。 

実施日数 原則、保育所の開所日と同じ 

※月曜～土曜（日曜日、休日、年末年始は休み：４－３参照） 

実施時間 基本保育時間を除く時間 

【保育標準時間】１８：００～施設により異なる（最長２０：００） 

【保育短時間】 コアタイムのとおり（４－４参照） 

実施対象者・年齢 満１歳未満の児童 短時間延長（朝） 短時間延長（夕）のみ利用可能 

満１歳以上の児童 全ての延長区分を利用可能 

※保護者が基本保育終了時間に送迎ができないやむを得ない事情がある場合に限る。 

利用料金 施設による（公立保育所については、下記の表を参照）  

利用手続 実施施設に直接申請 
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年末保育 
事業内容 

 

保護者の就労等の事情により年末に保育が必要な児童に対し、保育を行います。

年末の２日間に限り、市立第一保育園を拠点に実施しています。 

利用日数 毎年１２月２９日、１２月３０日 

利用時間 ７：００～１８：００ 

利用対象者・年齢 市内の教育・保育施設に在園している満１歳以上の児童 

利用料金（保育料以

外） 

児童1人１日２,500円（昼食・おやつ含む） 

利用手続 在園している保育所から、別途利用申請の案内をします。 

実施施設 東村山市立第一保育園 

※第一保育園に在園していない児童も、第一保育園で保育を行います。 

※上記の内容は変更する場合があります。 

※保育所の入所者に対して実施する事業であるため、利用にあたっては「保育の必要性の認定（２号認定・３号認定）」

を受けていることが必要です。 
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