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第６章 地域型保育のページ         ➪ ３号認定 

６－１ 地域型保育の類型 
 地域型保育には、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業の４類型

があり、いずれも東村山市が条例で定める基準を満たし、認可された事業です。 

 

【事業の類型】※市内で実施する類型に限る。 

事業類型 対象年齢 定員 保育従事者 特徴 

家庭的保育事業 ０歳～２歳 

※生後５７日～ 

 

５人以内 

※補助者あり 

の場合 

家庭的保育者 

（保育ママ） 

（単独） 

少人数で、家庭的な雰囲気

のなか、お子さんに合わせ

た保育を行います。 

小規模 

保育事業 

 

Ａ型 ０歳～２歳 

※生後５７日～ 

６人～１９人 全員保育士 少人数できめ細かな保育を

行います。 

Ｂ型 ０歳～２歳 

※生後５７日～ 

６人～１９人 保育士割合６割以上 

事業所内保育事業 

（小規模Ａ型基準） 

０歳～２歳 

※生後５７日～ 

１９人以内 

 

全員保育士 少人数できめ細かな保育を

行います。事業所内の施設

ですが、地域枠として一般

の方も預かる施設です。 

※ 家庭的保育者とは、市の研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識・経験を有すると市長が認定した者

（幼稚園教諭、看護師、保健師、助産師等の資格保有者など）をいいます。 

※ 小規模保育事業のＡ型とＢ型の違いは、従事者の資格要件が全員であるか、６割以上であるかという点です。こ

の場合の保育士割合とは、保育士配置基準に基づく従事者数に対する割合であり、基準を超えて追加配置された従

事者の資格要件はカウントされません（ただし、全従事者には必要な研修を義務付けています。） 

※ 各施設の受入対象年齢・定員は、施設により異なる場合がありますので、詳細は、「教育・保育のしおり（施設案

内編）」をご覧いただくか、各施設にお問い合わせください。 

※ 令和５年４月現在、小規模保育事業Ｃ型、居宅訪問型保育事業は、東村山市内で実施予定がありません。 

※ 事業所内保育事業は定員規模に応じて、地域枠と従業員枠それぞれ定員を設ける必要があります。 

※ 事業所内保育事業の地域枠部分のみ東村山市で利用調整を行います。 

 
 

６－２ 市内の地域型保育 

Ａ 家庭的保育事業（保育ママ） 

区分 名称 運営 場所 定員 対象区分 ０歳児月齢 

居宅型 家庭福祉員 志村純子 個人 栄町３－１１－２０ ４人 ３号認定 生後５７日～ 

居宅型 家庭福祉員 田中浩実 個人 久米川町２－４１－２０ ５人 ３号認定 生後５７日～ 
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Ｂ 小規模保育事業 

区分 名称 運営 場所 定員 対象区分 ０歳児月齢 

Ａ型 ニチイキッズ東村山保育園 株式 栄町３－５－１１ 

プロスパートウマ１F 

19人 ３号認定 生後５７日～ 

Ａ型 NICOLANDほいくえん東村山 株式 美住町１－２０－１ 

オザム２階 

19人 ３号認定 

 

生後５７日～ 

Ａ型 久米川たいよう保育園 株式 栄町２－１５－２９ 

久米川ヴィオラ１０１ 

18人 ３号認定 生後５７日～ 

A型 はじめの保育園 株式 野口町２－9－２５ 1６人 ３号認定 生後５７日～ 

A型 クレイドルの保育園 

子どもと私 久米川 

一般 

社団 

栄町１－２－１  

セイワビル２階 

19人 3号認定 生後５７日～ 

A型 キッズフィールド久米川園 株式 栄町２－４０－３２ 

シュークル久米川１階 

1９人 ３号認定 生後５７日～ 

A型 クレイドルの保育園 

子どもと私 東村山 

株式 野口町１－４６  

ワンズタワー２階 

19人 3号認定 生後５７日～ 

A型 たまっこ保育園 株式 栄町２－１０－５９ 

吉野ビル１階 

19人 3号認定 生後５７日～ 

A型 東村山おしゃら保育園 一般 

社団 

栄町２－２５－２ 

エーデルハイム２０２ 

19人 3号認定 生後６ヶ月～ 

Ｂ型 りんごっこ駅前保育園 社福 諏訪町１－２－７ 

マグノリア１階 

19人 ３号認定 生後５７日～ 

Ｂ型 りんごっこ久米川駅前保育園 社福 栄町１－１０－１ 19人 ３号認定 生後５７日～ 

Ｂ型 みゆき保育所 個人 秋津町５－４－１３ 17人 ３号認定 生後５７日～ 

Ｂ型 
せいしん保育室  

ビー オン クローバー 
学校 

野口町１－４６ 

ワンズタワー２階 
18人 ３号認定 

0歳児定員 

設定なし 

Ｂ型 しんあきつ保育園 NPO 秋津町５－１２－６５ 15人 ３号認定 生後５７日～ 

Ｂ型 ことり保育室 NPO 野口町３－１３－１５ 15人 ３号認定 生後５７日～ 

 

Ｃ 事業所内保育事業（地域枠） 

区分 名称 運営 場所 定員（地域枠） 対象区分 ０歳児月齢 

Ａ型 エメット保育園 社福 青葉町３－９－３３ １９人 

（１６人） 

３号認定 生後５７日～ 
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６－３ 連携施設について 
 地域型保育（４事業）の実施にあたっては、小規模な施設であることや２歳児クラスまでの受入れ施設
であること等に鑑みて、「連携施設」を確保することを義務付けています。 

地域型保育を行う各施設が、幼稚園、認定こども園または保育所と連携することにより、連携施設から
保育内容の支援を受けるなど、保育環境の充実が図れるほか、卒園後に優先的に受入れができる体制を
構築することで切れ目のない子育て支援が受けられる制度です。下記の機能のうち、施設に応じて必要
な内容の連携を行います。 

【連携施設の機能例】 

 連携内容 連携の取り組み例 

Ａ 食事の提供に関する支援 連携施設で調理した食事を搬入し、児童に提供するなど 

Ｂ 園庭の利用に関する支援 連携施設の園庭が利用できるなど 

Ｃ 嘱託医による健康診断による支援 連携施設の嘱託医により健康診断を合同で実施するな

ど 

Ｄ 合同保育・交流保育に関する支援 連携施設の児童と一緒に保育・交流をするなど 

Ｅ 行事の参加に関する支援 連携施設のイベントに参加するなど 

Ｆ 相談・助言等を行う支援 連携施設の調理献立や保健衛生上の助言を受けるなど 

Ｇ 緊急時の保育体制を補完する支援 緊急時に連携施設の一時預かりが利用できるなど 

Ｈ 卒園後の受け皿としての支援 卒園児が連携施設へ優先的に入れる体制を整えるなど 

※ 具体的な連携内容は、利用前の重要事項説明などにおいて確認してください。  
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【連携保育所一覧】 

  日常保育の連携保育施設 卒園児受け入れ連携保育施設 

志村ママ 第四保育園（代替保育含む） 第四保育園 

田中ママ 天王森保育園 
青葉さくら保育園 

（代替保育含む） 
青葉さくら保育園 

ニチイキッズ 

東村山保育園 
第四保育園 

萩山まるやま 

 保育園 
ふじみ保育園 ほんちょう保育園 

久米川たいよう 

保育園 
第七保育園 美住幼稚園 第七保育園    美住幼稚園 

NICOLANDほい

くえん東村山 
美住幼稚園 美住幼稚園 

はじめの保育園 第三保育園 第三保育園 

クレイドルの保育園 

子どもと私 久米川 

麻の実幼稚園   久米川幼稚園 

久米川保育園 

麻の実幼稚園   久米川幼稚園 

久米川保育園 

キッズフィールド 

久米川園 
多摩みどり幼稚園   暁星幼稚園 多摩みどり幼稚園    暁星幼稚園 

クレイドルの保育園 

子どもと私 東村山 

精心幼稚園    久米川幼稚園 

八国山保育園 
精心幼稚園     久米川幼稚園 

たまっこ保育園 麻の実幼稚園 麻の実幼稚園 

東村山おしゃら保育

園 
第七保育園   麻の実幼稚園 麻の実幼稚園 

りんごっこ駅前保

育園 
りんごっこ保育園 第三保育園    ほんちょう保育園 

りんごっこ久米川 

駅前保育園 
りんごっこ保育園 第七保育園    久米川保育園 

みゆき保育所 第五保育園 第五保育園 

せいしん保育室 精心幼稚園 第一保育園    精心幼稚園 

しんあきつ保育園 第五保育園 わくわく保育園 わくわく保育園 

ことり保育室 第三保育園 八国山保育園 第三保育園    東たいてん保育園 

エメット保育園 花さき保育園 花さき保育園 

 
※ 令和５年度は変更する可能性があります。  
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６－４ 利用手続 
 地域型保育の利用手続は、保育所の入所手続と同じです。（P26 ４－５参照） 

保育所の申請の際、地域型保育のみ申請することも、保育所と一緒に申請することもできます。 

 

６－５ 利用者負担（保育料） 
 地域型保育の利用者負担（保育料）は、教育・保育給付認定区分（３号認定）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事業者が設定します。利用者負担は東村山市保育所の利用

者負担に関する条例等に基づいて算出されます。なお、保育所を利用する方と利用者負担の設定は同じ

になります。（詳細は、P.39をご参照ください。） 

 

 

 

 

【利用者負担の支払いにおける留意点】 

地域型保育における利用者負担は、各施設に納付します。利用者負担以外の各種負担金についても、

各施設に納付してください。また、納付方法等については、各施設にお問い合わせください。なお利用

者負担の滞納があった場合には、各施設と締結している利用契約が解除される可能性がありますので、 

ご注意ください。 

 

 

第６章 地域型保育 ≫ ６－４ 利用手続 ～ ６－５ 保育料 


