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第９章 その他の子ども・子育て支援事業    

９－１ 病児・病後児保育 
事業内容 児童が病中又は病気回復期にあって集団保育が困難な期間、医療機関等に付設

された専用スペース等において保育又は看護ケアを行う保育事業です。 

開所日 月曜日～金曜日（土曜・日曜・祝日、年末年始はお休みです。） 

※年末年始：毎年１２月２９日～１２月３１日、１月１日～１月３日 

開所時間 ８：００～１８：００ ( 保育時間の延長はありません。） 

対象者 東村山市に在住の生後６か月～小学校３年生までの児童 

病気やけがまたはその回復期にある状態で、入院加療の必要はないが、安

静が必要な児童 

対象となる疾患等 ・骨折などのけがの治療中 

・風邪などの日頃かかる病気、水痘（みずぼうそう）や、おたふく風邪、イン

フルエンザなどの感染症の病中または病気後の回復期 

※はしか、流行性角結膜炎（はやり目）、結核感染の疑いがある場合、その他感染力の

強い疾病の場合など、医師が保育室の利用が困難と判断した場合は、利用できません。 

※事前診察（保育室利用前の診察）で症状が重く、保育室の利用が困難と判断された場

合は、必要に応じて多摩北部医療センターに入院が可能です。 

※児童や同居のご家族等が新型コロナウイルス感染症と診断されたとき、濃厚接触者に

特定されたとき、PCR検査の結果待ちであるとき、その他感染の疑いがある場合は利用

できません。 

利用料金（保育料以外） 児童1人につき、１日２,500円（４時間までの利用は1,500円） 

※事前登録の際の手数料はありません。 

※生活保護世帯・市民税非課税世帯は、事前申請を行うことにより利用料が無料となり

ます。 

（申請方法は市ホームページをご覧いただくか保育幼稚園課までお問合せください。） 

利用定員 ４人（※状況により４人受け入れられない場合があります。） 

利用の方法 ①事前にオンライン登録または書面提出による登録をします。（登録料無料） 

※登録がない児童は、利用できません。 

②利用時はオンライン予約システムまたは電話で予約をします。 

 ※当日に利用を希望される方は、７：３０以降に電話連絡してください。 

（利用定員に空きがある場合は利用できます） 

③当日、東京都立多摩北部医療センター救急外来にて医師の診察を受けます。 

※７：３０から受付可能です。（事前にかかりつけ医の受診も必要です。） 

④保育室にて保育を行います。 

【オンライン予約システムについて】 

オンライン登録を行うとオンライン予約システムで２４時間いつでも空き状

況の確認ができ、夜間でも予約ができます。詳しくは市ホームページをご覧く

ださい。（ページ下部のＱＲコードからアクセスできます。） 

※オンライン登録にはメールアドレスが必要です。 

実施施設 

（市内１施設） 

森の病児保育室“たまほく” 

東村山市青葉町１－７－１ 東京都立多摩北部医療センター敷地内 

※詳細は、実施施設または保育幼稚園課へご相談ください。 

※無償化の給付を受ける場合はＰ１１の認定が必要となりますので参照ください。 

【オンライン登録（外部リンク）】      【利用方法（市ホームページ）】 
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 ９－２ 一時保育（一時預かり） 
事業内容 保護者の就労、通学、職業訓練、入院、育児に伴う心理的・肉体的負担の解消

のために一時的に保育が必要な児童に対して保育を行っています。 

利用日数 １人１か月につき１５日以内 

※複数の施設でご利用の場合は、各施設の通算合計で１５回まで利用可能 

※実施日は、保育所開所日：月曜～金曜（土曜日、日曜日、休日、年末年始は休み） 

利用時間 午前8時30分から午後5時まで  ※延長保育はありません 

利用対象者・年齢 

利用要件 

市内在住の生後３ヶ月から就学前までの健康な児童で、保護者が次のいず

れかに該当する場合 

①就労、就学等で一時的に保育が必要となった場合 

②傷病、入院等により、緊急・一時的に保育が必要となった場合 

③育児に伴う心理的・肉体的な負担を軽減・解消するため一時的に保育が

必要となった場合 

※保育所の入所児童以外の児童が利用可能 

利用料金 児童1人 4時間未満1,500円、4時間以上2,500円（食材料費含む） 
※減免制度あり（生活保護受給世帯・市民税非課税世帯のみ） 

利用手続 実施施設に直接申請 

（各施設で児童を登録後、利用予約のうえ利用） 

※事前に登録が必要です。その際、面接を行います。詳細は、実施施設に問い合わせて

ください。 

実施施設 下記の表を参照 

利用定員 １日につき10人以内／１施設あたり 

 

【実施施設】 

区分 名称 場所 申請・連絡先 

公立 第四保育園 美住町１－４－１９ 042-394-1211 

私立 つぼみ保育園 富士見町２－２－２ 042-393-0455 

私立 久米川保育園 萩山町５－６－１ 042-394-4032 

私立 わくわく保育園 久米川町１－３８－４ 042-396-9022 

私立 ほんちょう保育園 本町３－４３－１ 042-399-2100 

私立 青葉さくら保育園 青葉町１－７－６８ 042-390-1190 

私立 八国山保育園・本園 野口町１－５－６ 042-391-0128 

 

※詳細については、各施設にお問い合わせください。 

※無償化の給付を受ける場合はＰ１１の認定が必要となりますので参照ください。 

第９章 その他の子ども・子育て支援事業 ≫ ９－２ 一時保育（一時預かり） 
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９－３ 子育て預かりサポート「たんたんのおうち」 
事業内容 買い物や美容院に行きたい、児童の遊び仲間を広げたいなど、理由を問わず児

童を預かり、専任職員がお子さんの発達に合わせて保育を行います。日頃育児

で困っている場合には、相談も行います。 

開所日・休園日 【実施日】月曜日～金曜日 

【お休み】土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始（※）、その他施設が定めた日 

※年末年始：１２月２９日～１２月３１日、１月１日～１月３日 

開所時間 9：00～12：00、1３：00～16：00 

【延長保育】※延長を希望する方は昼食（おにぎり）持参（詳細は施設へ問合せ） 

①9：00～13：00 

②9：00～14：00 

③9：00～15：00 

対象者 市内在住、在勤の保護者の子ども1歳（誕生日の翌日）～3歳11ヶ月の児童 

※延長保育の利用は、１歳６か月～３歳１１ヶ月の児童 

利用料金 3時間／1,000円  ※当日のキャンセルは、キャンセル料が500円かかります。 

【延長保育利用料】 

①9：00～13：00 ／1,500円 

②9：00～14：00 ／2,000円 

③9：00～15：00 ／2,500円 

利用手続 ①事前に面接のうえ、施設に利用登録を行う 

②直接利用希望日を施設へ予約のうえ利用 

電話：090-2765-6084 「たんたんのおうち」 

時間：午前9時から午後4時(平日) 

※初めて利用する方は、登録面接が必要になります。 

事前に登録用紙に必要事項を記入し、登録面接の予約をしてください。 

実施施設 

（市内１施設） 

たんたんのおうち 

【運営】ＮＰＯ法人東村山子育て支援ネットワークすずめ 

東村山市本町2丁目20番地37（つばさ保育園の道路向かい） 

※無償化の給付を受ける場合はＰ１１の認定が必要となりますので参照ください。 

 

９－４ 子育てひろば 
事業内容 子育て家庭等の支援を行うため、保育所等を利用して、集いの場を提供しながら子育て

相談や子育てに関する講座の実施、子育てサークルの支援など、身近な子育て家庭の支

援を実施しています。 

利用対象 就学前の乳幼児（主に０歳～２歳）及びその保護者等 ※市内在住在勤 

利用料金 無料 

実施場所 ① ほほえみ子育てひろば（本町３丁目４３番地１ ほんちょう保育園内） 

② ほんちょう子育てひろば（本町４丁目１９番地２６ 本町児童館内） 

③ みすみ子育てひろば（美住町１丁目４番地１９ 第四保育園内） 

④ のぐちちょう子育てひろば（ぷくぷく）（野口町２丁目４番地３６） 

実施時間 ① 月曜日～金曜日（保育所の休園日を除く）１３：00～1６：00 

② 月曜日～金曜日（児童館の休館日を除く）１０：00～1３：00  

※12：00～13：00は昼食時間 

③ 月曜日～土曜日（保育所の休園日を除く）９：３0～1５：３0 

※12：00～13：00は閉室 

④ 月曜日～土曜日（祝日、休日、年末年始を除く）１0：00～1６：00 

※12：00～13：00は昼食時間 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、実施時間等が変更となる場合があります。ご利用の際は、

市ホームページ等でご確認ください。 

第９章 その他の子ども・子育て支援事業 ≫ ９－３ 子育て預かりサポート ～ ９－４ 子育てひろば 
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９－５ ファミリー・サポート・センター 
事業内容 育児の手助けをしたい人（提供会員）と手助けを受けたい人（依頼会員）からなる会員

組織により、地域における子育て支援活動を実施しています。援助内容は、提供会員の

自宅での子どもの預かりや保育施設への送迎等があります（利用に登録面接が必要です） 

利用対象 概ね生後２ヶ月から小学校６年生までの児童  

（依頼会員である保護者が市内在住在勤） 

利用料金 ① 平日午前7時～午後7時：1時間当たり700円 

② 上記以外の時間帯・土曜日・日曜日・祝休日・年末年始：1時間当たり900

円 

実施場所 東村山市野口町1丁目25番地15（地域福祉センター2階） 

電話：０４２-３９３-５１３７ 

実施時間 開館日（受付） 

・月曜日～金曜日（土・日・祝休日・年末年始は休館） 

・午前９時～午後５時 

ファミリーサポート事業活動時間 

・午前６時～午後１０時 

※無償化の給付を受ける場合はＰ１１の認定が必要となりますので参照ください。 

 

９－６ 子育て総合支援センター「ころころの森」 
事業内容 主に家庭で育児をしている就学前の乳幼児とその保護者のための子育て支援施設とし

て、地域福祉センターのなかに、子育て総合支援センターを設置しています。地域での

子育て支援活動を行うスペースや広い遊び場スペース等を備え、子育てに関する講座・

イベント等を実施し、親子と子育て関連各機関・団体等地域とのコーディネートを行う

ことによって、地域の子育て力を向上させ、子育てしやすいまちづくりを目指していま

す。 

利用対象 就学前の乳幼児（主に0歳から2歳まで）、妊産婦、その家族及び介助者等 

【施設を利用できる年齢について】 

（※センターの利用には登録申請が必要です。） 

＜保護者が東村山市内在住または在勤・在学の場合＞ 

●０歳児～３歳児（満４歳になった年度の３月３１日まで） 

幼稚園年少（３歳児クラス）まで 

●登録対象の児童の兄姉の場合は就学前まで 

＜保護者の方が東村山市外在住の場合＞ 

●０歳児～２歳児（満３歳になった年度の３月３１日まで） 

●兄弟関係でも、３歳児（年少）以上の登録は不可 

利用料金 無料 

実施場所 東村山市子育て総合支援センター「ころころの森」 

東村山市野口町1丁目25番地15（地域福祉センター2階） 

実施時間 火曜日～土曜日（祝休日及び年末年始を除く）午前10時から午後4時まで 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、実施時間等が変更となる場合があります。ご利用の際は、

市ホームページ等でご確認ください。 

 

  

第９章 その他の子ども・子育て支援事業 ≫ ９－５ ファミリー・サポート・センター ～ ９－６ ころころの森 
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９－７  利用者支援事業子育てパートナー「ころころたまご」 

 

事業内容 多様な教育・保育施設や地域の子育て支援サービスを円滑に利用できるよ

う、必要な情報提供を行います。子育てについて一緒に考え、相談や手続

きなど適切な窓口につなぐなどのお手伝いをします。 

利用対象 18歳以下の子どもの保護者又は妊婦等 ※市内在住（転入予定者含む） 

利用料金 無料 

実施場所 東村山市役所いきいきプラザ１階ロビー 

東村山市本町1丁目2番地３ 

実施時間 月曜日～金曜日（祝休日及び年末年始を除く）午前10時から午後4時まで 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、実施時間等が変更となる場合があります。ご利用の際は、

市ホームページ等でご確認ください。 

 

 

９－８ おひさま広場 
児童館の分室（児童クラブ）を曜日・時間を限って、乳幼児と保護者にふれあいの広場として開放す

るほか、各種イベントや事業を実施しています。 

 

利用対象 乳幼児及びその保護者等 

実施場所 ①第2萩山児童クラブ （萩山町4丁目16番地5）  

②南台児童クラブ  （富士見町1丁目16番地1）  

③第1青葉児童クラブ （青葉町2丁目35番地11）  

④第1秋津東児童クラブ（秋津町4丁目35番地68） 

⑤第1回田児童クラブ （廻田町3丁目12番地6）  

⑥第1野火止児童クラブ（恩多町5丁目45番地4） 

⑦久米川東児童クラブ （久米川町2丁目44番地3）  

⑧第2久米川児童クラブ（久米川町4丁目11番地22） 

利用料金 無料 

実施時間 上記②の施設：火曜・木曜 

上記①、③、⑤、⑥の施設：火曜・金曜 

上記④、⑦、⑧の施設：木曜 

午前10時から正午まで 

 

※小学校が休みの日や下校の早い日は開放していません。  

※駐車場はありません。  

※令和４年９月１日現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から当面の間「中止」とし

ています。その後の実施状況については、感染拡大状況などを踏まえて判断し、市ホームページ等でお

知らせいたします。なお、実施時間が変更になる可能性がありますので、再開後にご利用の際は、市ホ

ームページ等でご確認ください。（担当課：子ども家庭部児童課） 

 

  

第９章 その他の子ども・子育て支援事業 ≫ 9－７ 利用者支援事業子育てパートナー ～ ９－８ おひさま広場 
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９－９その他地域支援事業 
保育所では、地域の子育て家庭が参加できる子育て支援事業を行っています。 

 保育所で行う各種のイベントや施設・設備などを地域の子育て家庭の方々に開放する事業ですので、

その実施内容や利用対象者などは、施設によって異なります。また、開催月・季節により実施回数など

も異なります。各施設が地域向けに実施内容等を周知していますので、詳細は、各施設へお問い合わせ

ください。併せて、「別冊 教育・保育のしおり（施設紹介編）」でも各施設の主な取り組みを紹介して

いますので参考にしてください。 

 

＜参考＞公立保育所で実施している地域支援事業の例 

実施場所 【公立保育所で実施している地域向け子育て支援事業】 

第一保育園（本町4丁目15番地１6） 

第三保育園（多摩湖町1丁目23番地4） 

第四保育園（美住町1丁目4番地19） 

第五保育園（秋津町4丁目25番地15） 

第七保育園（栄町1丁目36番地51） 

実施時間等 日時・回数等は開催月・施設によって異なります。 

実施内容等 （実施内容等は、開催月・季節・各施設によって異なりますので一例を示します。） 

第一保育園 

園庭開放・新米ママさん応援団・プール開放・人形劇・体験保育（２歳児）・ミニ運動会・出前保育・

敬老集会・見学会・節分集会・新春の集い・保育園見学会・計測・保健相談・専門相談等 

第三保育園 

園庭開放・体験保育・プール開放・クリスマス会・絵本読み聞かせ・新春のつどい・豆まき集会・

人形劇・あそぼう会・敬老集会等 

第四保育園 

園庭開放・みんなでお散歩・絵本の読み聞かせ・人形劇・誕生会・笹飾り作り・ベビータイム・ミ

ニ運動会・離乳食講座・クリスマス飾り作り・クリスマス会・新春の集い・お面作り・節分豆まき・

鯉のぼり作り・手作りおもちゃ・雛飾り作り・ぷかぷかさかなすくい・親子で楽しめるリトミック・

アロマ講座・写真講座等 

第五保育園 

園庭開放・あそぼう会・お散歩会・絵本読み聞かせ・プール遊び・敬老集会・クリスマス会・新春

の集い・節分集会・人形劇・発育測定等 

第七保育園 

園庭開放・人形劇・プール開放・敬老集会・新春のつどい・一緒にあそぼう会・にこにこ赤ちゃん・

節分集会・おひさまひろば等 

※過去の実施例であり、新型コロナウイルス感染症の影響により、現在実施していないものも含まれています。 

※私立保育所においても、様々な取り組みがされています。 

 

第９章 その他の子ども・子育て支援事業 ≫ 9－９ その他地域支援事業 


