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令和 5年４月入所申請関係スケジュール 
 

令和５年４月入所をお考えの方は、下記のスケジュールをご確認のうえ、遺漏なくお手続きくださ

い。 

 

日 月 火 水 木 金 土 

9/25 26 27 28 29 30 10/1 

閉庁日      閉庁日 

2 ３ 4 5 6 7 8 

閉庁日 
申請書類等

HP掲載開始 
    閉庁日 

9 1０ 11 12 13 14 15 

閉庁日   

令和5年度 

申請受付 

開始 

  閉庁日 

16 1７ 18 19 20 21 22 

閉庁日      閉庁日 

23 2４ 25 26 27 28 29 

閉庁日      閉庁日 

30 31 11/１ 2 3(祝日) 4 5 

休日窓口 

9：00-13：00 
  

夜間窓口 

～20：00 

休日窓口 

9：00-13：00 

令和5年度 

一次選考 

申請受付 

最終日 

～20：00 

閉庁日 

 

  

東村山市公式キャラクター 

ひがっしー 



  日程 時間 

申
請
受
付 

  

令和４年１０月１２日（水） 

～令和４年１１月４日（金） 

９：００～１７：００ 

※土曜・日曜・祝日を除く 

休日窓口 

令和４年１０月３０日（日） ９：００～１３：００ 

令和４年１１月３日（木） ９：００～１３：００ 

夜間窓口 

令和４年１１月２日（水） ９：００～２０：００ 

令和４年１１月４日（金） ９：００～２０：００ 

不備・不足書類の提出期限 令和４年１２月２３日（金）必着 ８：３０～１７：００ 

一次選考結果通知 発送日 令和５年２月８日（水）予定  

 

●令和４年１１月４日（金）までの申請書類提出後に、希望園の変更や不備書類を再提出する場合

については、令和４年１２月２３日（金）必着とします。締切日以降に提出された場合は二次選考

以降の対象となります。 

●一次選考結果通知発送以前に結果についてお問い合わせいただきましても、一切お答えできま

せん。 

 

 

        

 

 

●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での書類提出にご協力お願いいたします。（メ

ール便、宅配便は不可） 

●令和４年１１月４日(金)より過ぎて書類が到達した場合は、二次選考以降の対象となります。 

 

 

 

 

 

●窓口受付の場合は、事前にインターネット予約または電話予約が必要となります。 

予約電話番号 042-393-5111㈹ 

   インターネット予約フォーム https://logoform.jp/f/14akX  

●特に記載のない日の開庁時間は８時３０分から１７時です。 

一次選考郵送受付 
 

受付期間：令和４年１０月１２日（水）～１１月４日（金） 必着 

送 付 先：〒１８９－８５０１ 東村山市本町１－２－３ 

子ども家庭部 保育幼稚園課 認定係 

受付期間：令和４年１０月１２日（水）～１１月４日（金）  

受付場所：〒１８９－８５０１ 東村山市本町１－２－３ 

       東村山市役所 本庁舎６階 ６０２会議室 

  

一次選考窓口受付 
 
 

 

予約フォームQRコード 

https://logoform.jp/f/14akX
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※ この冊子は、発行日現在の情報です。今後、必要に応じて随時情報を追加・変更することがあります。 
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第１章 市内の教育・保育施設と保育事業 

１－１ 施設と事業の類型 
教育・保育施設及び保育事業には、以下の類型があります。施設や事業ごとに、事業目的や内容、

お子さんをお預かりする時間やお預かりするための条件等が異なります。 

  

【教育・保育施設の一覧と施設概要】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆が付いている施設は、東村山市にはない類型です（令和５年４月見込み）。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 市内の教育・保育施設と保育事業 ≫ １－１ 施設と事業の類型 

日常的にお子さんをお預かりする施設の一覧です。 

幼稚園とは 

幼稚園は、小学校以降の教育の基礎をつくるため

に、幼児期の子どもに対して集団生活の中で教育を

行う学校です。独自のカリキュラム（スポーツや体

操、宗教教育、英語教育、各種習い事等）に力を入

れている施設も多く、施設ごとに様々な特長があり

ます。毎日の教育時間はおおむね９時頃から１４時

頃までが一般的であり、市内の幼稚園は教育時間終

了後も預かり保育を実施しています。 

保育所とは 

保育所は、保育を必要とする児童に対して、家

庭で保育のできない保護者に代わって保育を行う

施設です。毎日の生活の中で、様々な遊びや、食

事、散歩、昼寝、季節ごとの行事など、子どもが

健やかに育つための環境を整えています。保育時

間は１１時間以上で、おおむね７時から１９時ま

でとなっていますが、２０時まで開所する施設も

あります。 

Ａ-１

Ａ-２

Ｂ-１
第4章
P23～

Ｃ-１

Ｃ-２

Ｃ-３

☆ Ｃ-４

Ｄ-１

Ｄ-２

Ｄ-３

Ｄ-４

Ｄ-５

☆ Ｄ-６

Ｅ-１

Ｅ-２

Ｅ-３

Ｅ-４

認証保育所（東京都制度）

保育

事業所内保育（従業員以外の利用枠）

Ｄ　地域型保育事業

第5章
P43～

第6章
P46～

保育

第7章
P51～家庭的保育（東京都制度）

東村山市幼児教室（東村山市制度）

家庭的保育（保育ママ）

Ｅ　認可外教育・保育施設

小規模保育事業Ａ型

小規模保育事業Ｂ型

小規模保育事業Ｃ型（グループ型家庭的保育）

保育

教育・保育

保育

保育

教育・保育

教育・保育

保育所型認定こども園

地方裁量型認定こども園

幼保連携型認定こども園

保育所

幼稚園型認定こども園

Ｃ　認定こども園

保育

保育

保育

保育

保育

第8章
P56～

施設の目的

Ａ　幼稚園

Ｂ　保育所

教育

教育

参照ページ

第3章
P15～

幼稚園（私学助成対象施設）

幼稚園（施設型給付対象施設）

定期利用保育施設（東京都制度）

居宅訪問型保育（ベビーシッター）

教育・保育

教育・保育

Ｆ　企業主導型保育事業所

保育Ｆ-１     企業主導型保育所（国制度）
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【保育事業の一覧】 

一時的にお子さんを預かる事業や、親子で気軽に訪れていただける場所など、市内の保育事業の一覧

です。 

※保育事業の詳細は、P57～「第９章 その他の子ども・子育て支援事業」をご覧ください。 

G-４

ファミリー・サポート・センター

地域活動（子育てひろば等）

教育・保育施設への送迎や開所時間前後の預かり等

親子での情報交換や交流、仲間づくり等の推進

　　保育事業

G-１

G-２

一時預かり

病児・病後児保育

急用・リフレッシュ等のための一時的な預かり

お子さんの病気時・病気回復時の預かり

事業の内容

G-３

企業主導型保育事業とは 

企業主導型保育事業とは、企業が従業員の子どもを預かるために設置した保育施設であり、従業員の働

き方に応じた多様なサービスを提供しています。従業員だけでなく、地域住民の子どもも受入れたりと、

柔軟な運営ができることも主な特長です。 

認可外教育・保育施設とは 

東村山市には、認可の教育や保育施設以外にも､認証保育所や定期利用保育施設等、認可外の教育・保

育施設があります。施設ごとに多様な事業（長時間開所、認可施設より柔軟な契約が可能、独自の保育内

容など）を行っていることが特長です。これらの施設には、東村山市や東京都から運営費の一部を補助し

ている施設もあります｡ 

地域型保育事業とは 

地域型保育事業とは、待機児童が多く需要の高い０～２歳の児童を対象とした、小規模な保育施設です。

家庭的保育、小規模保育、事業所内保育、居宅訪問型保育という複数の類型に分かれています。次のよう

な特長があります。 

○小規模な集団によるきめ細かな保育 

○教育・保育施設（幼稚園、保育所、認定こども園）との連携 

 ・日常的な保育の連携（施設・備品の利用や、緊急時の支援等） 

 ・卒園後の受入先の確保（地域型保育施設を卒園後、連携施設への優先的な進級※） 

※連携施設については、Ｐ46～「第6章 地域型保育のページ」をご覧ください 

認定こども園とは 

認定こども園は、幼児教育機能と保育機能の両方を兼ね備えた施設です。教育・保育を一体的に受け

られることが特長です。施設の形態により、４つのタイプに分けることができます。 

ア 幼保連携型（幼稚園と保育所を一体的に運営するタイプ） 

イ 幼稚園型 （幼稚園で保育を必要とする方に保育を実施するタイプ） 

ウ 保育所型 （保育所で保育を必要としない方も受け入れ、幼児教育を行うタイプ） 

エ 地方裁量型（認証保育所で保育を必要としない方も受入れ、幼児教育を行うタイプ） 

また、子育て支援の場が用意されており、園に通っていないご家庭も、子育て相談や親子の交流の場

などに参加できます。 

第１章 市内の教育・保育施設と保育事業 ≫ １－１ 施設と事業の類型 
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第２章 保育の必要性の認定について    

２－１ 認定とは 

 教育・保育施設の利用または幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、認定が必要です。保育

の必要性の認定は、保護者からの申請に基づき、下表の認定区分に応じて市が審査し、決定をします。 

 

 子どものための教育・保育給付認定 

（教育・保育施設を利用するための認定） 

子育てのための施設等利用給付認定 

（無償化の給付を受けるための認定） 

認定区分 １号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

保育の必要性 なし あり あり なし あり あり 

保育の必要量 教育標準時間 保育標準時間 

保育短時間 

保育標準時間 

保育短時間 

   

対象児童 満３歳～就学

前 

満３歳～就学

前 

満３歳未満 満３歳～就学

前 

３歳児クラス

～就学前 

０・１・２歳児

クラスのうち、

市民税非課税

世帯 

利用施設・事業 新制度の幼稚

園、認定こども

園（教育枠） 

保育所、認定こ

ども園（保育

枠） 

保育所、認定こ

ども園（保育

枠）、地域型保

育事業（小規模

保育等） 

新制度未移行

の幼稚園 

幼稚園の預か

り保育事業、認

可外保育施設 

幼稚園の預か

り保育事業、認

可外保育施設 

 

【各種認定の手続き】 

①  認定申請をする 

 認定申請書に、添付書類を添えて、住民票のある市区町村の保育担当窓口又は現在通っている施

設へ提出してください。（認定取得希望月の前月末日まで） 

必要な書類 

 

 

①認定申請書 

②保育を必要とする事由を確認するための書類（詳細はP.33をご参照ください。） 

（※認定区分が２号認定・３号認定の方のみ必要です。） 

➂マイナンバー（個人番号）記入用紙及びマイナンバー（個人番号）確認書類・本

人確認書類（詳細はP.33 をご参照ください。） 

▼  

②  市が審査する 

 提出された書類をもとに、「保育の必要性」の審査・認定をします。 

▼  

③  認定証・認定通知書の交付 

 認定された方に「子どものための教育・保育給付認定」または「子育てのための施設等利用給付

認定」を交付します。 

 この認定証、認定通知書は有効期限まで大切に保管してください。 

 

  

第２章 保育の必要性の認定について ≫ ２－１ 認定とは  
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２－２ 子どものための教育・保育認定 

子どものための教育・保育給付認定とは 

新制度の幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育事業所など、教育・保育施設・事業を利用する

場合、必要となる認定です。教育・保育施設を利用するための資格に相当し、認定内容によって、入所

できる施設や利用できる時間に違いがあります。認定の手続は、現在住んでいる市区町村で行い、認定

後は、市区町村から認定証が交付されます。前述の施設の利用者は、在園児も含め、全員認定手続を行

い、認定証の交付を受ける必要があります。 

①３種類の教育・保育給付認定区分 

 １号認定 （満３歳以上・教育標準時間認定） 

対象年齢 満３歳以上（３歳・４歳・５歳） 

対象児童 教育・保育施設での教育を希望する児童（教育を希望する方はどなたでも対象） 

利用先 新制度の幼稚園、認定こども園（教育のみ：１日４時間程度の利用） 

                                 

 ２号認定 （満３歳以上・保育認定） 

対象年齢 満３歳以上（３歳・４歳・５歳） 

対象児童 「保育を必要とする事由」に該当し、教育・保育施設での保育を希望する児童 

利用先 保育所、認定こども園（教育と保育：１日８時間～１１時間の利用） 

                                                      
     

 

 ３号認定 （満３歳未満・保育認定） 

対象年齢 満３歳未満（０歳・１歳・２歳） 

対象児童 「保育を必要とする事由」に該当し、教育・保育施設での保育を希望する児童 

利用先 
保育所、認定こども園（保育のみ：１日８時間～１１時間の利用）、地域型保育事業（小

規模保育等） 

●１号認定（教育標準時間認定）について（新制度の幼稚園） 

１号認定（教育標準時間認定）は、満３歳以上の教育を希望する児童が認定対象です。保護者の就労

等の条件はありません。新制度の幼稚園や認定こども園等の教育・保育施設を利用する場合に認定が必

要です。１号認定で教育・保育施設を利用する場合は、平日の午前中から午後にかけて、１日約４時間

程度の教育が受けられます。 

 

【１号認定（教育標準認定）対象施設の利用の流れ】 

 

 

 

 

 

 

●１号認定（教育標準認定）の有効期間 

１号認定（教育標準認定）は就学前まで有効です。 

 

①幼稚園等に 

直接利用の 

申請をします 

②幼稚園等

から入園の

内定を受け

ます 

③幼稚園等を通

して市へ利用の

ための認定を申

請します 

④幼稚園等を通

して市から認定

証が交付されま

す （１号認定） 
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●２・３号認定（保育認定）について 

２・３号認定（保育認定）は、０歳から就学前までの「保育を必要とする事由」に該当するお子さん

が認定対象です。保育所や認定こども園、家庭的保育（保育ママ）、小規模保育施設等の新制度上の教育・

保育施設を利用する場合に必要です。また、保育認定は「保育の必要量の区分」により利用できる時間

が異なります。 

 

【２・３号認定（保育認定）対象施設の利用の流れ】 

 

 

 

 

②保育の必要性の認定事由 

保育認定を受ける場合、両親とも次のいずれかに該当することが必要です。 

保育を必要とする事由 

1 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居住内の労働等、基本的に全ての労働を含む) 
※ 最低条件：月48時間(実労働時間+休憩時間)以上の就労 

2 妊娠・出産(妊娠中または出産後間もない場合) 

3 保護者の疾病・障害 

4 同居または長期入院等している親族の介護・看護 

5 災害復旧 

6 求職活動(起業準備も含む) 

7 就学(職業訓練校における職業訓練を含む) 

8 虐待やDVのおそれがあること 

9 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること 

10 その他、上記に類する状態として市町村が認める場合 

※上記に掲げたことが常態となっていることが要件です。「集団保育に慣れさせたい」「幼児教育の場として保育所を利用したい」 

というような理由だけでは認定の対象となりません。 

 

③保育の必要量の区分（施設を利用できる時間） 

保育認定は、保護者の保育を必要とする事由により、１日の保育の必要量（保育施設を利用できる

時間）が異なります（事由ごとの保育必要量は次ページの表を参照）。区分には次の２種類があります。 

保育の必要量の区分 保育施設を利用できる時間 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 

※就労要件においての保育の必要量を算定する際は、勤務時間のほか、休憩時間や通勤時間も考慮します。 

※１日の利用時間の最長時間を超えて利用する場合は、別途延長保育料等の負担が必要です。 

 

 

 

①市に保育の必要性の認定

を申請します 

※詳細は、子ども・子育て支援法
施行規則(平成26年度内閣府令
第44号)第1条の5参照 

②市から認定証を交付します 

（２号・３号認定） 

②申請者の希望、保育所等の状況な

どにより市が利用調整を行います 
①市に保育施設の利用の申

請をします 

③利用先

の決定後、 

利用契約 

をします 入園 同時 
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【母】 保育が必要な事由：就労 

通勤時間：往復１時間 

休憩時間：１時間 

就業時間：６時間 

１か月の就労日数：１２日 

「１か月の就労時間」 

8時間×１２日＝９６時間 

④保育必要量（利用時間）と２・３号認定（保育認定）の有効期間 

２号認定・３号認定（保育認定）は、保育を必要とする事由によって有効期間が異なります。 

 保育の必要量の区分 保育認定の有効期間 

就労 

保育標準時間／保育短時間 

（１か月の就労時間による：前ページの

保育の必要量の区分の表を参照） 

最長３年間 

妊娠・出産 保育標準時間 
出産前：予定月の２か月前 

出産後：出産月から２か月 

疾病・障害 
保育標準時間／保育短時間 

（診断書内容による） 
最長３年間 

介護・看護 
保育標準時間／保育短時間 

（介護等に要する時間から判断） 
最長３年間 

災害復旧 保育標準時間 最長３年間 

求職活動 保育短時間 

最長３か月 

※期限内に勤務証明書を提出した場合は、事

由を就労に切り替えて継続利用が可能 

就学 

保育標準時間／保育短時間 

※申請内容による（１か月の就学時間に

よる：前ページの保育の必要量の区分の

表を参照） 

最長３年間 

虐待・ＤＶ 保育標準時間 最長３年間 

育児休業取得

中の継続利用 
保育短時間 

①職場が定める育児休業期間の末日 

②出産児が満１歳になる年度末日 

①・②のうち末日が早い方を期日とす

る 

その他 
保育標準時間／保育短時間 

※申請内容による 
最長３年間 

※認定証の有効期間は、上の表の期間内であっても就学前までです。 

※事由がなくなった場合、認定は取り消されます（退所）。 

※家庭でお子さんを保育できる場合は、認定を受けられません。 

※両親とも保育標準時間認定の要件を満たす場合のみ、お子さんは保育標準時間認定となります。 

※標準時間で認定を受けた場合は、短時間の認定に変更することも可能です。  

 

●保育の必要量の区分の参考例 

お子さんの「保育の必要の認定」は両親の保育を必要とする事由とその内容により変わります。両

親とも（ひとり親家庭の場合は、その保護者の方が）保育標準時間認定となった場合のみ、お子さん

の認定は「保育標準時間認定」となります。 

                            

                          この場合、Ａ家のお子さんは 

「２号認定」の「保育短時間認定」となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ家（父・母・子（３歳）） 

の場合 
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【父】 保育が必要な事由：就労 

通勤時間：往復2時間 

休憩時間：1時間 

就業時間：８時間 

１か月の就労日数：20日 

「１か月の就労時間」 

1１時間×20日＝2２0時間 

短時間 

認定 

標準時間

認定 
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●保育の必要量の区分ごとの利用イメージについて 

 保育の必要量の区分（標準時間認定と短時間認定）ごとの利用時間のイメージは下記のとおりです。

各施設の開所時間やコアタイム等の詳細は巻末の資料編をご覧ください。 

 
 ※7:00～20:00まで開所している場合 

  7:00  7:30 8:00 8:30 9:00 ～ 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 19:00 20:00 

 

保育 

標準 

時間 

            

    コアタイム       

 
通常利用【１１時間】 

7：00 － 18：00 

標準時間延長 

（基本） 

標準時間延長 

（特例） 

 

18：00 － 20：00 

 

保育 

短 

時間 

            

    コアタイム       

 短時間延長（朝） 

7：00 － 8：30 

通常利用【８時間】 

8：30 － 16：30 

短時間延長（夕） 

16：30 － 18：00 

標準時間延長 

（基本） 

標準時間延長 

（特例） 

 

18：00 － 20：00 

  保育所の開所時間  

 

※通常利用の時間帯の範囲内であっても、早めのお迎えなどで利用しない（降園する）ことができます。 

※延長利用の時間帯を利用する場合には、別途延長保育料の費用負担が必要になります。 

 

●コアタイム（基本保育時間）について 

保育施設では、入所した子ども全員で行う保育プログラム（お散歩、全員遊び、イベント練習など）

があります。保育施設では、この全員参加の保育時間を「基本保育時間（コアタイム）」として設定し

ます。 

コアタイムを保育短時間の場合の通常利用時間帯（最長８時間）として設定することにより、保育 

短時間利用の方は、この８時間を上限に通常利用できることになります。８時間以内の利用であって

も、このコアタイム以外の時間帯を利用される場合は、延長利用となりますのでご注意ください（下

記参照）。 

 

＜参考＞保育短時間認定を受けた方の通常利用と延長利用のイメージ 

 7:00  7:30 8:00 8:30 9:00 ～ 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00  

 
保育 

短時間 

   コアタイム    

判定 

 

 短時間延長（朝） 

(7:00-8:30) 

通常利用【８時間】 

(8:30-16:30) 

短時間延長(夕) 

(16:30-18:00) 

 

 
Ａさん 

 

 

８時間利用  通常利用のみ  

 
Ｂさん 

 

 

８時間利用 ３０分利用 通常利用 

＋３０分延長 

 

 
Ｃさん 

１時間利用 

 

６時間利用  通常利用 

＋１時間延長 

 

 
Ｄさん 

 

 

７時間３０分利用 ３０分利用 通常利用 

＋３０分延長 
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＜お子さんの認定を確認してみましょう＞ 

 下記のチェックシートを使って当てはまる項目に記入し、お子さんの「認定」と「保育の必要量の

区分」を確認してみましょう。 

 

お子さんのお名前：                年齢： 

認定区分（当てはまるものにチェックを入れましょう） 

□ １号認定（教育標準時間認定：１日4時間程度の預かりを希望） 

  満３歳以上で教育を希望する児童（教育を希望する方はどなたでも対象） 

  利用できる施設：新制度の幼稚園、認定こども園（教育機能のみ：１日４時間程度） 

□ ２号認定（保育認定：１日８～11時間程度の預かりを希望） 

  満３歳以上で保育（教育）を希望する児童 

  利用できる施設：保育所、認定こども園（教育・保育機能：１日８～11時間程度） 

□ ３号認定（保育認定：１日8～11時間程度の預かりを希望） 

満３歳未満で保育を希望する児童 

  利用できる施設：保育所、認定こども園（保育機能のみ：１日８～11時間程度）、地域型保育事業等 

保育の必要量の区分（２号認定・３号認定の方のみ、当てはまるものにチェックを入れましょう） 

＜保護者１＞就労（就学）時間算定用メモ 

a １日の就労時間：   時間    分 

b １日の休憩時間：   時間    分 

c 往復の通勤時間：   時間    分 

d １ヶ月の就労日数：    日 

１ヶ月の就労時間（（a＋b＋c）×ｄ）＝ 

   時間   分 

＜保護者２＞就労（就学）時間算定用メモ 

a １日の就労時間：   時間    分 

b １日の休憩時間：   時間    分 

c 往復の通勤時間：   時間    分 

d １ヶ月の就労日数：    日 

１ヶ月の就労時間（（a＋b＋c）×ｄ）＝ 

   時間   分 

□ 保育標準時間認定 

□ １ヶ月に120時間以上就労・就学（通勤・

休憩含む）しているため保育ができない 

□ 災害復旧のため保育ができない 

□ 不存在 

 

□ 保育短時間認定 

□ １ヶ月に 48 時間以上 120 時間未満の就

労・就学をしているため保育ができない 

□ 継続して求職活動を行っているため保育が

できない 

□ 育児休業取得中の保育所の継続利用を希望 

□ 保育標準時間認定 

□ １ヶ月に120時間以上就労・就学（通勤・

休憩含む）しているため保育ができない 

□ 災害復旧のため保育ができない 

□ 妊娠・出産のため保育ができない 

□ 不存在 

□ 保育短時間認定 

□ １ヶ月に 48 時間以上 120 時間未満の就

労・就学をしているため保育ができない 

□ 継続して求職活動を行っているため保育が

できない 

□ 育児休業取得中の保育所の継続利用を希望 

※その他の事由や複数の事由に該当する場合は、保育幼稚園課へご相談ください 

 

 

 

 

■保護者１・２ともに保育標準時間認定 → → → → → お子さんは保育標準時間認定 

■保護者１・２ともにもしくはどちらかが保育短時間認定 → お子さんは保育短時間認定 

２・３号

認定に該

当する方

は、下記

へお進み

ください 
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教育・保育の認定に関するその他の事項 

●認定の変更について 

教育・保育給付認定証に記載している内容（保護者の住所等）や、認定内容（認定を受けているお

子さんの年齢や「保育を必要とする事由」等）に変更が生じた場合は直ちに認定内容の変更手続を行

う必要があります。適正な変更手続を行っていない場合、市が認定を取り消すことがあります。 

 

教育・保育給付認定変更申請手続が必要な場合（例） 

認定区分が変更となる場合 

○３号認定（満３歳未満：保育認定）を受けていたお子さんが３歳になる場合※１ 

○１号認定（教育標準時間認定）を受けていたお子さんが、新たに「保育を必要とする事由」に該

当する状況になった場合 

○２号認定（満３歳以上：保育認定）を受けていたお子さんが、「保育を必要とする事由」に該当し

なくなった場合 

認定証に記載している内容が変更となる場合 

○教育・保育給付認定申請を行った保護者の氏名、住所、連絡先、勤務先、世帯員構成等が変わっ

た場合 

○教育・保育給付認定申請の対象となるお子さんの氏名が変わった場合 

〇保育の必要性の事由が変わった場合（例：就労から妊娠・出産に変更する等） 

※１：認可保育施設に通っている、または教育・保育給付認定をお持ちで認可外保育施設に通ってい

るお子さんについては市で切り替えを行いますので、別途手続は不要です。 

 

 

【教育・保育給付認定変更申請手続の手順】 

①  お持ちの認定証と教育・保育給付認定申請書を提出する 

 以下の必要な書類を住民票のある市区町村の保育担当窓口又は現在通っている施設へ提出してく

ださい。（認定変更希望月の前月末日まで） 

必要な書類 

 

 

①教育・保育給付認定変更申請書【変更申請用】 

②現在お持ちの教育・保育給付認定証 

③保育を必要とする事由を確認するための書類（詳細はP.３３をご参照ください。） 

（※認定区分を２号認定・３号認定（保育認定）へ変更する方のみ必要です。） 

▼   
▼ 

 

② 変更が認められた場合  ② 変更が認められない場合 

教育・保育給付認定の変更が認められた場合、旧

認定証と引き換えに新しい認定証を交付します。 

 教育・保育給付認定の変更が認められない

場合、理由を付けてその旨を通知します。 
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●認定の取り消しについて 

 下記のような場合、市は教育・保育給付認定を取り消すことがあります。認定が取り消された場合、

施設が継続利用できなくなりますので、施設の継続利用を希望される方は、市や施設へご相談のうえ、

必ず事前に教育・保育給付認定変更申請手続等を行ってください。また、認定の取り消しを行った場合、

認定証の返還をしていただく必要があります（その場合、返還を求める旨の通知を行います）。 

 

認定の取り消しを行う場合 

○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（２号認定・３号認定） 

○教育・保育給付認定証記載の有効期間内に市外へ転出した場合 

○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有効期間満了後は、認定失効となり、施設の利用はできません。失効す

る事由以外の認定事由に該当する場合は、有効期間内に教育・保育給付認定変更申請の手続を行って

ください。 

 

●認定証の再発行について 

 交付された教育・保育給付認定証を紛失、汚損、破損してしまった場合は、認定の有効期間内に限り、

教育・保育給付認定証の再発行を行います。再発行を希望される方は、下記の書類を、現在居住してい

る市区町村の保育担当窓口または現在利用している施設へ提出してください。 

 

必要な書類 

 

① 東村山市教育・保育給付認定証再発行願い兼理由書 

②破損・汚損の場合：現在お持ちの、汚れたり、破れたりしてしまった教育・保育

給付認定証 

紛失の場合：特に必要ありません 

※再発行を行った後に、紛失した認定証を見つけた場合は、速やかに市へ提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 保育の必要性の認定について ≫ ２－２ 子どものための教育・保育の認定  
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２－３ 子育てのための施設等利用給付認定 

子育てのための施設等利用給付認定とは 

 令和元年１０月より実施した幼児教育・保育の無償化に伴い、新制度未移行の幼稚園や認可外保育施

設等を利用する方が無償化の給付を受けるための認定が創設されました。利用する施設類型や、お子さ

んの年齢、世帯の課税状況、保育の必要性の有無により、必要な認定区分や給付額が異なります。 

 新制度の幼稚園や認定こども園に入所する場合は子どものための教育・保育給付認定の対象となるた

め、施設等利用給付認定の手続きは不要ですが、幼稚園の預かり保育の利用に対する無償化の給付を受

けるためには認定が必要です。 

 認定を受けずに在園することは可能ですが、給付を受けることはできません。新規で給付対象の施設

を利用する場合や、保育を必要とする事由が変わるときには、速やかに手続きをしてください。 

 ３種類の施設等利用給付認定区分 

 

 新１号認定  

対象年齢 満３歳以上（３歳・４歳・５歳） 

対象児童 幼稚園で預かり保育等を利用する予定がない児童 

主な対象施設 新制度未移行の幼稚園 

給付額 各園の保育料のうち月額25,700円まで給付 

        

 新２号認定  

対象年齢 ３歳・４歳・５歳児クラス 

対象児童 「保育を必要とする事由」（※１）に該当する児童 

主な対象施設 
幼稚園、認定こども園の預かり保育部分、認可外保育施設（認証保育施設等（※２））、

一時保育、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター 

給付額 

新制度未移行の幼稚園…各園の保育料月額25,700円に加え、預かり保育料日額450円×利用

日数（最大11,300円分）の給付 

新制度の幼稚園   …預かり保育料日額450円×利用日数（最大11,300円分）の給付 

認可外保育施設    …各園の保育料のうち月額37,000円まで給付 

              

 新３号認定  

対象年齢 ０歳・１歳・２歳児（満３歳児）クラス 

対象児童 「保育を必要とする事由」（※１）に該当し、かつ非課税世帯等（※３）の児童 

主な対象施設 
幼稚園、認定こども園の預かり保育部分、認可外保育施設（認証保育施設等（※２））、

一時保育、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター 

給付額 

新制度未移行の幼稚園…各園の保育料月額25,700円に加え、預かり保育料日額450円×利用

日数（最大16,300円分）の給付 

新制度の幼稚園…預かり保育料日額450円×利用日数（最大16,300円分）の給付 

認可外保育施設    …各園の保育料のうち月額42,000円まで給付 

（※１）「保育を必要とする事由」はＰ５の「②保育の必要性の認定事由」をご覧ください。 

（※２）企業主導型保育施設を利用されている方は、施設等利用給付認定の申請は不要です。 

    詳しくは、P.５６をご参照ください。 

（※３）非課税世帯等とは、市民税非課税世帯、生活保護受給世帯、児童福祉法上の里親世帯等のこと

をいいます。 

子どものための教育・保育給付認定との区別をつけるため、以降は、子育てのための施設等利

用給付認定の区分を「新１号認定」、「新２号認定」、「新３号認定」と表記します。 

第２章 保育の必要性の認定について ≫ ２－３ 子育てのための施設等利用給付認定 
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●認定の申請についての注意点 

 お子さんが無償化の給付対象施設を新たに利用する場合、利用開始日までに施設等利用給付認定の申

請をする必要があります。利用開始日を遡って認定することはできません。利用開始後に施設等利用給

付認定の申請をした場合は、申請を受理した日から給付対象となります。 

 

 

●認定の変更について 

施設等利用給付認定に記載している内容（保護者の住所等）や、認定内容（認定を受けているお子

さんの年齢や「保育を必要とする事由」等）に変更が生じた場合は直ちに認定内容の変更手続を行う

必要があります。適正な変更手続を行っていない場合、市が認定を取り消すことがあります。 

 

施設等利用給付認定変更申請手続が必要な場合（例） 

認定区分が変更となる場合 

○新制度幼稚園に在園する１号認定を受けているお子さんが、新たに「保育を必要とする事由」に

該当する状況となり、預かり保育を多く利用するようになった場合 

○新制度未移行幼稚園に在園する新２・新３号認定を受けているお子さんが、「保育を必要とする事

由」に該当しなくなった場合 

認定証に記載している内容が変更となる場合 

○施設等利用給付認定申請を行った保護者の氏名、住所、連絡先、勤務先、世帯員構成等が変わっ

た場合 

○施設等利用給付認定申請の対象となるお子さんの氏名等が変わった場合 

〇保育の必要性の事由が変わった場合（例：就労から妊娠・出産に変更する等） 

 

【施設等利用給付認定変更申請手続の手順】 

① お持ちの認定証と施設等利用給付認定申請書を提出する 

 以下の必要な書類を住民票のある市区町村の保育担当窓口又は現在通っている施設へ提出してく

ださい。（原則、変更希望月の前月の15日まで） 

必要な書類 

 

 

①施設等利用給付認定申請書兼現況届【変更申請用】 

②現在お持ちの施設等利用給付認定通知書 

③保育を必要とする事由を確認するための書類（詳細はP.３３をご参照ください。） 

（※認定区分を新２号認定・新３号認定へ変更する方のみ必要です。） 

▼   
▼ 

 

② 変更が認められた場合  ② 変更が認められない場合 

施設等利用給付認定の変更が認められた場合、旧

認定と引き換えに新しい認定を通知します。 

 施設等利用給付認定の変更が認められな

い場合、理由を付けてその旨を通知しま

す。 

  

第２章 保育の必要性の認定について ≫ ２－３ 子育てのための施設等利用給付認定 
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●認定の取り消しについて 

 下記のような場合、市は施設等利用給付認定を取り消すことがあります。認定が取り消された場合、

無償化の給付対象外となりますので、市や施設へご相談のうえ、必ず施設等利用給付認定変更申請手続

等を行ってください。なお、認定の取り消しを行ったときは、子ども・子育て支援法に基づき、理由を

付して通知を行います。 

 

認定の取り消しを行う場合 

○新３号認定の対象となっているお子さんの保護者が保育を必要とする事由に該当しなくなったま

たは非課税世帯等（※１）の保護者に該当しなくなった場合 

○施設等利用給付認定の有効期間内に市外へ転出した場合 

○申請内容が虚偽であることが判明した場合 

〇施設等利用給付を受けている児童が、認可保育所等（※２）または企業主導型保育事業に入所し

た場合 

（※１）非課税世帯等とは、市民税非課税世帯、生活保護世帯、児童福祉法上の里親世帯のことをいい

ます。 

（※２）認可保育所等とは、認可保育所、地域型保育事業所、認定こども園（保育枠）のことをいいま

す。 

 

●認定通知書の再発行について 

 通知された施設等利用給付認定通知書を紛失、汚損、破損してしまった場合は、認定の有効期間内に

限り、施設等利用給付認定通知書の再発行を行います。再発行を希望される方は、下記の書類を、市の

窓口または現在利用している施設へ提出してください。 

 

必要な書類 

 

① 東村山市子育てのための施設等利用給付認定通知書再発行願い兼理由書 

② 破損・汚損の場合：現在お持ちの、汚れたり、破れたりしてしまった子育ての

ための施設等利用給付認定通知書 

紛失の場合：特に必要ありません 

※再発行を行った後に、紛失した子育てのための施設等利用給付認定通知書を見つけた場合は、速や

かに市へ提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２章 保育の必要性の認定について ≫ ２－３ 子育てのための施設等利用給付認定 



-14- 

 

 

 

 

 

・・メモスペース・・ 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



-15- 

 

第３章 幼稚園のページ    

３－１ 市内の幼稚園 
幼稚園は、幼児期（３歳から就学前まで）の教育を行う施設で「学校」という位置づけの施設です。 

平成２７年４月以降、幼稚園は、各施設の判断により、新制度には移行せず従来のまま運営を継続す

る『新制度未移行の幼稚園』と、新制度に移行した『新制度の幼稚園』の２つの制度に分かれて運営し

ています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内には、下記の幼稚園があります。新制度未移行の幼稚園と、新制度の幼稚園では、入園手続や保育

料等の支払い方などが異なりますのでご注意ください。 

Ａ 新制度未移行の幼稚園 

区分 名称 運営主体 施設所在地 認可定員 満３歳クラス 

私立 久米川幼稚園 学校法人 久米川町4-13-2 360人  

私立 晃華学園暁星幼稚園 学校法人 萩山町2-17-1 260人 ○ 

私立 精心幼稚園 学校法人 諏訪町2-14-1 280人 ○ 

私立 多摩みどり幼稚園 学校法人 本町1-4-19 280人  

私立 まりあ幼稚園 学校法人 青葉町2-34-3 320人  

私立 南台幼稚園 学校法人 富士見町1-10-3 400人  

Ｂ 新制度の幼稚園 

区分 名称 運営主体 施設所在地 利用定員 満３歳クラス 

私立 美住幼稚園 個人 美住町1-13-1 100人  

私立 麻の実幼稚園 学校法人 恩多町3-9-16 240人 ○ 

私立 認定こども園秋津幼稚園（※） 学校法人 秋津町4-9-10 240人 ○ 

私立 東村山むさしの第一認定こども園（※） 学校法人 廻田町2-14-1 240人 ○ 

私立 しらぎく幼稚園（※） 学校法人 恩多町5-17-14 232人 ○ 

 ※認定こども園の詳細については「第５章 認定こども園のページ」をご覧ください。 

３－２ 近隣市にある主な幼稚園 
近隣市にも多くの幼稚園があります。ここでは東村山市から比較的近い幼稚園を紹介しています。 

市 名称 施設種別 所在地 

清瀬市 清瀬しらうめ幼稚園 新制度未移行幼稚園 清瀬市野塩1-340 

清瀬市 東星学園幼稚園 新制度未移行幼稚園 清瀬市梅園3-14-47 

小平市 丸山幼稚園 幼稚園型認定こども園 小平市小川東町1-29-21 

小平市 小平神明幼稚園 新制度未移行幼稚園 小平市小川町1-2572 

小平市 白梅幼稚園 新制度幼稚園 小平市小川町1-830 

東大和市 大和富士幼稚園 幼稚園型認定こども園 東大和市向原4-16-20 

東大和市 狭山ヶ丘幼稚園 新制度未移行幼稚園 東大和市高木1-87 

東大和市 こども学園 地方裁量型認定こども園 東大和市奈良橋2-409 

幼
稚
園 

Ａ 新制度未移行の幼稚園 

第３章 幼稚園 ≫ ３－１ 市内の幼稚園 ～ ３－２ 市内の満３歳クラスの設定がある幼稚園 

Ｂ 新制度の幼稚園 
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３－３ 開園日・開園時間・預かり保育 

開園日 

開園日 お休み 

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

その他長期休暇や施設が定める休日などがあります。 

※ 夏休み、冬休み、春休みなどの長期休暇や、開園記念日などの特別な休日は、各施設にお問い合わ

せください。 

※ 利用の前に施設から「重要事項説明」を受け、開園日や休みなどを確認してください。 

※ お休みの日に例外的に保育を行う「預かり保育」事業もあります。 

 

開園時間 

幼稚園の開園時間は、１日おおむね４時間程度の教育標準時間のほか、預かり保育による長時間預か

りや長期休業期間中の預かりがありますが、これらの時間設定は、施設により異なります。 

 

預かり保育 

幼稚園では通常の教育標準時間の前後や長期休業期間中などに、保護者の希望に応じて一時的にお子さ

んを預かり、保育を行う事業を実施しています。保護者が仕事や病気などのために、家庭で保育ができな

いときに、保育所の延長保育と同様に、長時間継続してお子さんを預かることが可能です。 

ただし、実施の時間帯や、実施日、利用料金などは施設ごとに異なりますので、詳細は各施設にお問い

合わせください。また、幼児教育・保育の無償化に伴い、満３歳児以上の保育認定を受けた在園児につい

ては、預かり保育の料金が無償化給付の対象となります（上限額があります。）。 

 

【教育時間／延長時間（預かり保育）】 

施設 
類型 

区分 名称 基本時間 延長時間（預かり保育等） 

新制度
未移行 
の 

幼稚園 

私立 久米川幼稚園 ８：３０～１４：００ ７：３０～８：３０、１４：００～１８：３０ 

私立 
晃華学園 
暁星幼稚園 

８：３０～１４：００ ７：３０～８：３０、降園後～１８：００ 

私立 精心幼稚園 ９：００～１４：００ ７：３０～９：００、１４：００～１８：３０ 
私立 多摩みどり幼稚園 ９：００～１４：００ ７：３０～開園時、降園後～１８：３０ 
私立 まりあ幼稚園 ９：００～１４：００ ７：３０～開園時、降園後～１８：３０ 
私立 南台幼稚園 ９：００～１４：００ ７：３０～開園時、降園後～１８：３０ 

新制度 
の 

幼稚園 

私立 美住幼稚園 ９：００～１４：００ １４：００～１８：００ 

私立 麻の実幼稚園 ９：００～１４：００ ７：３０～開園時、降園後～１９：００ 

認定こ
ども園 

私立 
認定こども園 
秋津幼稚園 

９：００～１４：００ ７：３０～９：００、１４：００～１９：００ 

私立 
東村山むさしの第
一認定こども園 

９：３０～１３：３０ ７：００～９：３０、１３：３０～１９：００ 

私立 しらぎく幼稚園 ９：００～１４：００ ７：３０～開園時、降園後～１８：３０ 

※ 巻末に上記の一覧表を添付していますのでご参照ください。 

 ※ 長期休暇中の預かり保育の実施状況や時間については、各園にお問い合わせください。 

 ※ 認定こども園についての詳細は「第５章 認定こども園のページ」をご覧ください。  

第３章 幼稚園 ≫  ３－３ 開園日・開園時間・預かり保育 
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３－４ 入園手続  

Ａ 新制度未移行の幼稚園の場合 

 市内の幼稚園の場合、一般的には以下の流れとなります。詳細は各園にお問い合わせください。 

 

① 募集案内・見学等 

募集案内 令和５年４月入園希望者用の願書を配布します。 

【配布時期】令和４年１０月１５日から配布 

【配布場所】各園で配布します。 

見学 園により見学等を実施している場合があります。 

詳細は、各園にお問い合わせください。 

説明 園により利用希望者向けに説明会を実施している場合があります。 

詳細は各園にお問い合わせください。 

▼  

② 申請 

申請 園に直接申請（令和５年４月入園希望者用の願書を提出）します。 

【申込日】令和４年１１月１日 

【申込場所】各園（入園を希望する園に提出してください。） 

※年度途中の入園や申込日以降の入園については、各園にご相談ください。 

面接等 申請をする際に、面接等を行う場合があります。 

▼  

③ 内定 

内定 園から入園内定をもらいます。 

入園準備の案内 園から入園にあたっての準備等について説明があります。 

▼  

④ 子育てのための施設等利用給付認定の申請 

認定申請 園を経由して、市に「子育てのための施設等利用給付認定」の申請を行います。 

（認定区分、提出書類については、P.11「２－３ 子育てのための施設等利用

給付認定」を参照ください。） 

認定通知書の交付 提出された書類を市が確認し、利用者に認定通知書（新１号認定または新２号

認定）を交付します。 

▼  

⑤ 契約 

契約 園と利用の契約を締結します。 

▼  

⑥ 入園 

入園 令和５年４月から入園です。 
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Ｂ 新制度の幼稚園の場合 

市内の幼稚園の場合、一般的には以下の流れとなります。詳細は各園にお問い合わせください。 

 

① 募集案内・見学等 

募集案内 令和５年４月入園希望者用の願書を配布します。 

【配布時期】令和４年１０月１５日から配布 

【配布場所】各園で配布しています。 

見学 園により見学等を実施している場合があります。 

詳細は、各園にお問い合わせください。 

説明 園により利用希望者向けに説明会を実施している場合があります。 

詳細は各園にお問い合わせください。 

▼  

② 申請 

申請 園から利用にあたっての重要事項説明を受け、同意のうえ直接申請（令和５年

４月入園希望者用の願書を提出）します。 

【申込日】令和４年１１月１日 

【申込場所】各園（入園を希望する園に提出してください。） 

※年度途中の入園や申込日以降の入園については、各園にご相談ください。 

面接等 申請をする際に、面接等を行う場合があります。 

▼  

③ 内定 

内定 園から入園内定をもらいます。 

入園準備の案内 園から入園にあたって準備が必要なもの等の説明があります。 

▼  

④ 各種認定の申請  

認定申請 園を経由して、市に「子どものための教育・保育給付認定」の申請をします。 

また、預かり保育が必要な方は、「子育てのための施設等利用給付認定」も申請

します。 

認定証の交付 提出された書類を市が確認し、利用者に認定証（１号認定）を交付します。 

（子育てのための施設等利用給付認定を申請された方には、認定通知書（新２

号認定）も交付します。） 

▼  

⑤ 契約 

契約 利用にあたり重要事項説明を受け、園と利用の契約を締結します。 

▼  

⑥ 入園 

入園 令和５年４月から入園です。 
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３－５ 利用料  
 幼稚園では、教育を行うための標準的な利用料を保育料として徴収するほか、充実した教育環境を整え

るための特定負担額（上乗せ徴収額）や教材等の実費費用を別途徴収することがあります。保育料は、新

制度未移行の幼稚園と新制度の幼稚園とでは、設定の仕方が異なります。 

 

 

Ａ 新制度未移行の幼稚園の場合 

   各施設が利用料を定めます。詳細は、各施設にお問い合わせください。 

※別冊「教育・保育のしおり（施設紹介編）」参照 

幼児教育・保育の無償化により、月額２５，７００円を上限として「施設等利用費」が給付されま

す。市内の幼稚園の場合、市から保護者への給付を園が代理で受領（法定代理受領）することで、

保育料があらかじめ減額されます。 

施設利用前に、認定を受けるための申請が必要です。詳細は「第２章Ｐ１１」をご参照ください。 

 

Ｂ 新制度の幼稚園の場合 

   幼児教育・保育の無償化により、保育料はかかりません。 

特定負担額（上乗せ徴収額）や実費費用などの負担が発生することがあります。 

詳しくは施設から「重要事項説明」を受けて確認のうえ利用申請の手続を行ってください。 

 

【幼稚園における利用料のイメージ】 

 下の表は、新制度未移行の幼稚園と新制度の幼稚園の標準的な利用料の項目を比べたものです。実際の

利用料の設定は、園ごとに異なります。（園によっては徴収しない項目もあります。） 

Ａ 新制度未移行の幼稚園 Ｂ 新制度の幼稚園 

・検定料・受験料・考査料など 

・入園料 

・保育料 

・その他納付金 

 

 

 

 

・実費徴収額 

（教材、学用品、制服、アルバム、特別行事、園外活

動、給食、園バス、ＰＴＡ活動などに要する費用） 

・検定料・受験料・考査料など 

・入園料 

 

・特定負担額（上乗せ徴収額） 

（教育や保育を充実させるための施設維持、施設設備

の整備、職員の追加配置、職員の研修などのためにか

かる経費。入園料の名目でこれらに相当する費用を設

定する場合もあります。） 

・実費徴収額 

（教材、学用品、制服、アルバム、特別行事、園外活

動、給食、園バス、ＰＴＡ活動などに要する費用） 

補助制度の詳細についてはＰ20、Ｐ21をご覧ください。 
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３－６ 保護者の負担軽減制度  
 幼稚園に保育料等を納入した保護者に対し、その経済的負担の軽減を図るため、次のような補助を行っ

ています。補助金の交付を受けるための手続は、原則として、施設を通じてご案内します。 

 

【私立幼稚園等保護者補助金】 

私立幼稚園、幼稚園類似の幼児施設または認定こども園に在籍するお子さん（２号認定を除く）の保護

者が負担した入園料や保育料等に対して補助を行います。 

①入園料補助 

私立幼稚園等の幼児クラスに入園するお子さん（入園日時点で東村山市に住民票がある方に限ります）

の入園料に対して補助を行います。 

補助上限額：お子さん１人につき１０，０００円 

②保護者補助 

私立幼稚園等に通うお子さんの保育料等に対して補助を行います。 

補助上限額：世帯状況等により異なります。 

私立幼稚園等保護者補助金の額（参考：令和４年１０月1日現在）※金額は変更される場合があります。 

単位：円（月額） 

※区分の市民税の所得割額は、４月～８月分については前年度のものを、９月～翌年３月分は現年度の

ものを使用します。 

※補助の対象となる経費は、新制度未移行の幼稚園では保育料（施設等利用費を受けた額は対象外です。）

及びその他納付金、新制度の幼稚園では特定負担額です。 

③教材費等補助 

私立幼稚園等に通うお子さんの教材費や教育のための費用に対して補助を行います。 

補助上限額：お子さん１人につき月額２，０００円 

④環境充実費補助 

私立幼稚園等に通うお子さんの給食や通園バス等の費用に対して補助を行います。 

補助上限額：お子さん１人につき月額１，３００円 

⑤預かり保育利用料補助 

私立幼稚園等に通うお子さんの預かり保育料に対して補助を行います。 

補助上限額： 

新２号認定のお子さん１人につき月額１１，３００円から施設等利用費の対象額を引いた額 

新３号認定のお子さん１人につき月額１６，３００円から施設等利用費の対象額を引いた額 

区分 第１子 第２子 第３子以降 

Ⅰ 
生活保護を受けている世帯 

6,200 6,200 6,200 
区分Ⅱのうちひとり親世帯等 

Ⅱ 
市民税が非課税の世帯 

3,200 6,200 6,200 
区分Ⅲのうちひとり親世帯等 

Ⅲ 市民税の所得割額が77,100円以下 1,800 1,800 6,200 

Ⅳ 市民税の所得割額が211,200円以下 1,800 1,800 5,600 

Ⅴ 市民税の所得割額が256,300円以下 1,800 1,800 5,000 

Ⅵ 市民税の所得割額が256,301円以上 1,800 1,800 1,800 

第３章 幼稚園 ≫ ３－６ 保護者の負担軽減制度 
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【施設等利用費（預かり保育）】 

幼稚園の預かり保育を利用するお子さんの保護者のうち、保育を必要とする事由がある方（新２号認定

または新３号認定を持つ方）に対して、施設等利用費を給付します。 

預かり保育の施設等利用費の給付額 

預かり保育料のうち、次の①、②、③を比較して最も低い額を支給します。 

① 日額４５０円×月の預かり保育利用日数 

② 実支払額（月額） 

③ １１，３００円（月額） ※新３号認定は１６，３００円（月額） 

 

【補足給付事業補助金】 

①副食費補助 

新制度未移行の幼稚園に在籍するお子さんの給食における副食費（おかず代等）に対して補助を行

います。 

補助上限額：お子さん１人につき月額４，５００円 

補助対象者：次のⅰまたはⅱのいずれかに該当するお子さんの保護者 

ⅰ)市民税の所得割額が７７，１０１円未満の世帯のお子さん 

ⅱ)小学校３学年以下のお子さんの中で、上から数えて第３子以降のお子さん 

 

②日用品・文房具等補助 

新制度の幼稚園に在籍するお子さんの日用品、文房具等の購入または行事への参加のために実費徴

収される費用に対して補助を行います。 

補助上限額：お子さん１人につき月額２，５００円 

補助対象者：生活保護世帯等 
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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。 

 

 

  

第４章 保育所 ≫ ４－２ 保育所を利用できる方 ～ ４－３ 開所日 



-25- 

 

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。 

  

第４章 保育所 ≫ ４－６ 保育所入所手続の特記事項 
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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。 
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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。 
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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。 

   

  

第４章 保育所 ≫ ４－１１ 保育料 
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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。 

第４章 保育所 ≫ ４－１１ 保育料 
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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 

第４章 保育所 ≫ ４－１２ 保育所等で実施する特別保育事業 
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 保育所 ≫ ４－１２ 保育所等で実施する特別事業 
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第５章 認定こども園のページ   ➪ １号認定～３号認定 

５－１ 市内の認定こども園 
認定こども園とは、幼稚園・保育所等のうち、①就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能と

②地域における子育て支援を行う機能を備え、都道府県の定める認定基準を満たし、都道府県知事から

「認定こども園」の認定を受けた施設です。 

認定こども園には、地域の実情に応じて次のような４つのタイプが認められています。 

【認定こども園の類型と市内の認定こども園】 

幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型 

認可幼稚園と認可保育

所とが連携して、一体

的な運営を行うことに

より、認定こども園と

しての機能を果たすタ

イプ 

認可幼稚園が、保育を

必要とする子どものた

めの保育時間を確保す

るなど、保育所的な機

能を備えて認定こども

園としての機能を果た

すタイプ 

認可保育所が、保育を

必要とする子ども以外

の子どもも受け入れる

など、幼稚園的な機能

を備えることで認定こ

ども園としての機能を

果たすタイプ 

幼稚園・保育所のいず

れの認可もない地域の

教育・保育施設が、認

定こども園としての機

能を果たすタイプ 

※市内にはありません 

 

東村山市内の認定こども園（幼保連携型認定こども園） 

区分 名称 運営 場所 利用定員 認定区分 

私立 認定こども園 秋津幼稚園 学校法人 秋津町４－９－１０ 

１５２人 

５４人 

３４人 

１号 

２号 

３号 

東村山市内の認定こども園（幼稚園型認定こども園） 

区分 名称 運営 場所 利用定員 認定区分 

私立 東村山むさしの第一認定こども園 学校法人 廻田町２－１４－１ 
２１０人 

６０人 

１号 

２号 

私立 しらぎく幼稚園 学校法人 恩多町５－１７－１４ 
１９２人 

４０人 

１号 

２号・３号 

※幼稚園型認定こども園の教育機能部分は、「幼稚園」です。 

東村山市内の認定こども園（保育所型認定こども園） 

区分 名称 運営 場所 利用定員 認定区分 ０歳児月齢 

私立 東村山むさしの第二認定こども園 学校法人 廻田町２－１４－１ 
6人 

１２９人 

1号 

２号・３号 

生後 

６か月～ 

※保育所型認定こども園の保育機能部分は、「保育所」です。 

 

５－２  認定こども園を利用できる方 
認定こども園には、教育機能と保育機能があり、どちらを利用するかを選択することができます。 

教育を受けたい方は、教育枠を利用することになり、「教育標準時間認定（１号認定）」を受けていた

だきます。 

保育を受けたい方は、保育枠を利用することになり、必ず「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。保育の必要性の認定を受けるにあたっては、保護者（父・母）

の両方がＰ24の保育の必要性の認定事由に該当し、家庭で保育ができない状態にあることが必要です。 

 

 

  

第５章 認定こども園 ≫ ５－１ 市内の認定こども園 ～ ５－２ 認定こども園を利用できる方 
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５－３ 開園日・開園時間  
 認定こども園の開園日と開園時間は、次のとおりです。 

区分 名称 開園日 開園時間 

幼保連携型 
認定こども園 

秋津幼稚園 

【開園日】月曜日～金曜日 

【休園日】土曜日・日曜日 

国民の祝日・年末年始（※） 

7：30～19：00 

 

 

幼稚園型 

 

 

東村山むさしの 

第一認定こども園 

【開園日】月曜日～土曜日 

【休園日】日曜日・国民の祝日 

年末年始（※） 

7：00～19：00 

しらぎく幼稚園 

【開園日】月曜日～金曜日 

【休園日】土曜日・日曜日 

国民の祝日・年末年始（※） 

7：30～18：30 

保育所型 
東村山むさしの 

第二認定こども園 

【開園日】月曜日～土曜日 

【休園日】日曜日・国民の祝日 

年末年始（※） 

7：00～19：00 

※詳細は、各施設の重要事項説明においてご確認ください。 

※年末年始は、12月29日～１２月３１日と１月１日～1月3日です。 

※上記開園時間のうち、利用者負担額の範囲内で利用できる時間は、お持ちの認定区分によって異なります。 

 

５－４ 利用時間・預かり保育・延長保育  
 認定こども園の利用における利用時間は、認定区分ごとに異なります。 

１号認定（教育標準時間認定）を受けた方は、おおむね４時間程度の利用を想定しています。 

２・３号認定（保育認定）を受けた方は、併せて認定された保育の必要量（保育標準時間認定又は保

育短時間認定）の区分に応じた利用になります。保育短時間利用時のコアタイムは下記のとおりです。 

１号認定を受けた方で教育時間前後の預かりや長期休暇中の保育を利用希望の方は、「預かり保育」の

利用となります。また、２・３号認定を受けた方で、通常利用保育時間以外の時間帯を利用希望の方は

「延長保育」の利用となります。呼び方は異なりますが、どちらも認定時間外の利用をされる場合の  

特別事業となりますので、別途費用負担が発生することがあります。各事業とも、実施の時間帯や、   

実施日、利用料金などは施設ごとに異なりますので、詳細は各施設にお問い合わせください。 

 

➪ 預かり保育：第３章 ３－３（Ｐ16）参照 

➪ 延長保育 ：第４章 ４－１２（Ｐ41）参照 

 ➪ 市内認定こども園のコアタイム一覧 ：資料編（各施設の利用時間）参照 

 

５－５ 入園手続  
 認定こども園は、教育機能と保育機能を兼ね備えており、認定こども園の利用を希望する方は、いず

れかの区分を選択のうえ、申請する必要があります。 

教育利用の場合（１号認定） 

 認定こども園の教育を利用希望の方は、幼稚園の利用手続を行っていただきます。 

➪ 第３章 ３－４（Ｐ17）参照 

保育利用の場合（２号認定・３号認定） 

 認定こども園の保育を利用希望の方は、保育所の利用手続を行っていただきます。 

➪ 第４章 ４－５（Ｐ26）参照  

第５章 認定こども園 ≫ ５－3 開園日・開演時間 ～ ５－５ 入園手続 
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５－６ 利用者負担（保育料） 
 認定こども園の利用者負担（保育料）については、教育・保育給付認定区分（１号認定・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）等の区分により決定します。なお、特定負担額（上乗せ徴収額）・実費徴収料・

延長保育料・預かり保育利用料等は、利用者負担とは別に各施設が設定します。  

 なお、保育所を利用する方と利用者負担（保育料）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】 

認定こども園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、

施設に納付してください。また、納付方法等については、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５章 認定こども園 ≫ ５－６ 利用者負担 
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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～ 

 

  

第６章 地域型保育 ≫ ６－１ 地域型保育の類型 ～ ６－２ 市内の地域型保育  
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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～ 

 

  

第６章 地域型保育 ≫ ６－２ 市内の地域型保育 ～ ６－３ 連携施設について  
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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。  

第６章 地域型保育 ≫ ６－３ 連携施設について  
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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 
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第７章 認可外教育・保育施設のページ     

７－１ 認可外教育・保育施設の類型 
東村山市内には、保育所・認定こども園・地域型保育などの認可を受けた保育施設・事業のほかに、   

東京都や市で定める基準を満たして、都や市が運営費を助成している施設があります。 

また、令和元年１０月からの幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、新たに無償化制度の対象となった

施設がございます。 

【認可外教育・保育施設の類型】 

類型 特徴 

【都制度】 

認証保育所 

認証保育所は、現在の保育所だけでは応えきれていない大都市のニーズ

に対応するために創設された東京都独自の制度による施設で、民間企業

を含む多様な事業者が運営しています。 

〇市内施設では、0歳児からお預かりします。 

（市外施設では、１歳児からお預かりしている場合があります。詳細は、

各施設にお問い合わせください。） 

〇全施設において13時間の開所を基本とします。 

〇都が設置を認証し、東村山市とともに指導します。 

〇施設についての重要事項を随時情報提供します。 

〇情報公開によりニーズにあった施設が選べます。 

〇利用者と施設が直接利用契約できます。 

〇料金（保育料）は施設が決めますが、都が上限を定めています。 

〇都独自の基準を設定し、適切な保育水準を確保します。 

【都制度】 

定期利用保育 

○定期利用保育事業とは、パートタイム勤務や育児短時間勤務等の保護

者の多様な就労形態と保育需要に対応することを目的として、保育所

等において児童を複数月にわたって継続的に保育する事業です。 

○保育士の配置や設備等は、東京都の定める基準を満たしています。 

○契約形態は、パートタイム勤務や育児短時間勤務等を対象としている 

ことから、月を単位として複数月の契約としています（利用形態は、  

施設により様々です）。 

○基本利用料は、1 日 8 時間利用の場合は日額 2,200 円、月 20 日   

利用の場合は月額44,000円の上限設定がされています。 

【国制度】 

幼児教育・保育の無償化

の対象として、市町村が確

認した認可外保育施設（確

認を受けた認証保育所・定

期利用保育・家庭福祉員を

含む） 

○令和元年10月から開始した幼児教育・保育の無償化により、市町村

が子ども・子育て支援法の規定により確認した特定子ども・子育て支

援施設等については、保護者の方が子育てのための施設等利用給付認

定を受けることで、幼児教育・保育の無償化の対象となります。 

※認定取得について、詳しくはP11をご確認ください。 

○対象となる当市内の施設については、市ホームページのトップページ

＞子育て・教育＞教育・保育施設＞市からのお知らせ＞特定子ども・

子育て支援施設等の確認の公示（特定子ども・子育て支援施設等の一

覧）をご確認ください。市外の施設については、当該市に確認してく

ださい。 

 

  

第７章 認可外教育・保育施設 ≫ ７－１ 認可外教育・保育施設の類型 
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７－２ 市内の認可外教育・保育施設 

認証保育所 ※市内の認証保育所は全てＡ型です。 

名称 運営 場所 定員 受入年齢 

空飛ぶ三輪車 ＮＰＯ法人 野口町３－７－５ ３６人 生後57日～就学まで 

空飛ぶ三輪車・秋津

保育所 
ＮＰＯ法人 秋津町４－３０－３ ３６人 生後57日～就学まで 

定期利用保育施設 

名称 運営 場所 定員 受入年齢 

幼児教室すずめ 

（定期利用コース） 

（※1） 

ＮＰＯ法人 本町２－２２－３ ６８人 ２歳児～就学まで 

（※1）幼児教室すずめには、定期利用保育以外に、通常保育コースの設定があります。受入年齢は３歳児～就学前ま

でとなっています。 

 

幼児教育・保育の無償化の対象として、市が確認した認可外保育施設 

上記の保育施設及びその他の幼児教育・保育の無償化の対象となる施設として市町村が確認した施設については、

保護者の方が子育てのための施設等利用給付認定を受けることで、幼児教育・保育の無償化の対象となり、施設等

利用費の給付を受けることができます。 

※認定取得について、詳しくはP11をご確認ください。 

当市内の対象となる施設については、市ホームページのトップページ＞子育て・教育＞教育・保育施設＞市からの

お知らせ＞特定子ども・子育て支援施設等の確認の公示（特定子ども・子育て支援施設等一覧）をご確認いただく

か、保育幼稚園課にお問い合わせください。 

市外の施設については、所在市町村にお問合せいただくか、保育幼稚園課にお問い合わせください。 

※その他市内の認可外保育施設については、東京都福祉保健局HPや各在籍施設でご確認ください。 

 

７－３ 利用手続 
 認可外教育・保育施設の利用を希望される方は、直接施設へご申請ください。 

 

  

第７章 認可外教育・保育施設 ≫ ７－２ 市内の認可外教育・保育施設 ～ ７－３ 利用手続 
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【利用手続の流れ】 

①  見学等 

見学 施設により見学等を実施している場合があります。 

詳細は、各施設にお問い合わせください。 

説明 施設により利用希望者向けに説明会を実施している場合があります。 

詳細は各施設にお問い合わせください。 

▼  

②  申請 

申請 施設に直接入所申請をします。 

※市への申請は不要です。 

※年度途中の入園や申請日以降の入所については、各施設にご相談ください。 

面接等 申請をする際に、面接等を行う場合があります。 

▼  

③ 契約 

契約 施設と利用契約を締結します。 

入所準備の案内 施設から入所にあたっての準備等について説明があります。 

▼  

④ 各種認定の申請 

認定申請 施設等利用給付や認可外保育施設保護者補助金・多子負担軽減加算の対象とな

る方は、市に「子育てのための施設等利用給付認定」または「子どものための

教育・保育給付認定」の申請を行います。 

※必ず入園の前に申請してください。申請が遅れた場合、申請までの期間は、

給付・補助の対象外となります。 

（詳細は、P.54・55を参照ください。） 

認定通知書の交

付 

提出された書類を市が確認し、利用者に認定証または認定通知書を交付しま

す。 

▼  

➄ 入園 

入園 令和５年４月から入園です。 

 

  

第７章 認可外教育・保育施設 ≫ ７－３ 利用手続 
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７－４ 保育料 
 認可外教育・保育施設の保育料は、直接施設が定めますので、各施設へお問い合わせください。 

 

７－５ 認可外教育・保育施設利用者に対する負担軽減事業 
 認可外教育・保育施設を利用し、保育料を納入している保護者は、次のいずれかの補助制度が利用でき

ます。 

①認可外保育施設保護者補助金・多子負担軽減加算（市制度） 

● 補助対象となる方 

  以下すべてに当てはまる方が対象となります。 

   ・認証保育所、市内定期利用保育施設(幼児教室すずめ通常保育コース含む)を利用されている方 

   ・施設等利用費（国の無償化制度）の対象外の方 

   ・対象施設と月極契約をし、保育料を支払っている方 
 

 ● 補助対象経費 

   補助対象となるのは、利用料金のうち、実費（食事の提供に要する費用、日用品等、行事への参加

に要する費用、送迎費など）を除いた部分です。 
 

 ● 補助上限額 

 子どものための教育・保育給付認定（２号・３号認定）の有無 

※認定取得についての詳細はP４をご参照ください。 

月額上限額 

第１子 － 10,000円まで 

第２子 
有 25,000円まで 

無 12,000円まで 

第３子以降 
有 40,000円まで 

無 12,000円まで 
   

 ● 申請時期 

   申請回数は原則、６ヶ月に１回の年２回を予定しております。毎月ではないのでご注意ください。 

利用期間 申請時期 振込時期 

4月～9月利用分 9月末日まで 11月頃 

10月～3月利用分 3月末日まで 5月頃 
 

 ● 支給方法 

   保護者の口座に振込みとなります。 

  

第７章 認可外教育・保育施設 ≫ ７－４ 保育料 ～ ７－５ 利用者に対する負担軽減事業 



-55- 

②施設等利用費（国制度） 

● 支給対象となる方 

   幼児教育・保育の無償化の対象となる施設の０・１・２歳児クラスに在籍する非課税世帯の子育て

のための施設等利用給付認定を取得している方及び３・４・５歳児クラスに在籍する子育てのため

の施設等利用給付認定を取得している方 

   ※認定取得について、詳しくはＰ１１をご参照ください。 

  

● 支給額 

   対象経費は、施設に支払った利用料金のうち、食事の提供に要する費用、日用品等、行事への参加

に要する費用、送迎費などの実費徴収の対象となる費用を除いた部分です。 

認定区分 月額上限額 

新2号認定 37,000円まで 

新3号認定 42,000円まで 

 

 ● 申請時期 

   申請回数は原則、３ヶ月に 1回の年４回を予定しております。毎月ではないのでご注意ください。 

利用期間 申請時期 振込時期 

4月～6月利用分 7月末日まで 9月頃 

7月～9月利用分 10月末日まで 12月頃 

10月～12月利用分 1月末日まで 3月頃 

1月～3月利用分 4月末日まで 6月頃 

 

● 支給方法 

   保護者の口座に振込みとなります。 

第７章 認可外教育・保育施設 ≫ ７－５ 利用者に対する負担軽減事業 
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第８章 企業主導型保育事業のページ       

８－１ 企業主導型保育事業とは 
企業主導型保育事業とは、企業が従業員の子どもを預かるために設置した保育施設であり、従業員の

働き方に応じた多様なサービスを提供しています。従業員だけでなく、地域住民の子どもも受入れたり

と、柔軟な運営ができることが主な特長です。 

 

 

８－２ 東村山市内の企業主導型保育事業  
名称 運営 場所 定員（地域枠） 電話番号 対象年齢 

ロンドなないろ保育園 株式会社 栄町１－３０－２５ １９人 

（９人） 

３０６－４０４７ 満６か月 

～２歳児 

東村山むさしの 

ＳＴＡＦＦ保育園 

学校法人 廻田町２－１７－６ １２人 

（６人） 

３０６－３４８２ 満６か月 

～２歳児 

                     

８－３ 利用手続 
 認可外教育・保育施設の利用を希望される方は、直接施設へご申請ください。 

 

８－４ 保育料 

 認可外教育・保育施設の保育料は、直接施設が定めますので、各施設へお問い合わせください。 

 

８－５ 教育・保育給付認定について 
 事業所によりましては、保育を利用するに際して教育・保育給付認定の提示が必要になる場合がござい
ます。認定の詳細につきましては、Ｐ４ ２－２子どものための教育・保育認定をご覧ください。その

他認定の新規申請方法については、保育幼稚園課までお問い合わせください。 

 

 

第８章 企業主導型保育事業のページ ≫ ８－１ 企業主導型保育事業とは ～ ８－５ 教育・保育給付認定について 
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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）】 

  

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 
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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 



 

資料編 
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利用調整基準表 

★ 基準指数表  ※保護者それぞれの指数を判定し、合算します。 

 

類　　型 基準指数

不存在 100
100
100
100
90
90
90
80
100
95
85

災害復旧 100
75
85
100
95
90
85
80
95
90
85
80
75
85
80

1月当たり７２時間以上９６時間未満の就労を常態         75
1月当たり４８時間以上７２時間未満の就労を常態         70

60
100
90
90
80
80
70
60

100

90

上記以外 60
90

就学・技能取得等のため現に保育に当たれない場合で、1月当たり１２０時間以上の就学等を常態 80
就学・技能取得等のため現に保育に当たれない場合で、上記以外の常態にあるもの（通信教育等含む） 60
内定先があり、内定証明書がある場合 55
内定先はないが、ハローワーク等で求職活動の実態を証明できる場合 50
内定先がない場合 45

要支援世帯 児童相談所等の専門機関から支援要請があった場合 100
上記に類する状態として市が認める場合

(備考)

（１） 入所申請の締切日までに必要書類が未提出の場合は、求職活動(内定先なし)とみなし指数を付す。

（２） 入所申請の締切日までに提出された書類等によって確認できる入所月の状況により判断を行う。

（３） 保護者１人につき、保育を必要とする事由が２つ以上ある場合は、主たる事由の指数を付す。

（４） 入所希望月に出産要件と就労要件が重複した場合は、原則出産要件で指数を付す。ただし、産前・産後休暇後に育児

休業を取得せずに休職前と同等の就業規則で復職する場合のみ、就労要件で指数を付す。

（５） 就労は、雇用契約または就業規則に基づく就労時間の範囲内で、直近の就労実績（最大６か月）のうち実績の高い３か
月の平均日数、時間等で算定する。

（６） 就労とは、労働者、個人事業主等、労働に対する対価がある者を指す。
（７） 育児短時間勤務の就労日数及び就労時間に基づき勤務していることが確認できた場合は、雇用契約または就業規則に

基づく日数、時間等で算定する。
（８） 看護・介護(居宅内)の項目が複数該当する場合については、いずれかのうち高い指数を付す。
（９） ｢求職活動｣で申込みをし、入所した場合は3ヶ月以内に仕事に就くことを申込みの条件とする。

9

その他

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

7 就学

就学・技能取得等のため現に保育に当たれない場合で、1月当たり１６０時間以上の就学等を常態

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

8 求職活動

上記以外（勤務の態様から明らかに保育に当たれないと認められる場合）

6 看護・介護

居宅外

月 ２０日
    　  以上

1月当たり１２０時間以上の 通院・通所等付添を常態

1月当たり７２時間以上の 通院・通所等付添を常態

1月当たり４８時間以上の 通院・通所等付添を常態

上記に掲げるほか、明らかに保育に当たれないと認められる場合（送迎等）

1月当たり８０時間以上の 通院・通所等付添を常態

月 １６日
    ～１９日

1月当たり９６時間以上の 通院・通所等付添を常態

1月当たり６４時間以上の 通院・通所等付添を常態

月 １２日
    ～１５日

1月当たり４８時間以上６４時間未満の就労を常態         

1月当たり４８時間以上６４時間未満の就労を常態         

月 １２日
 ～１５日

1月当たり１２０時間以上の就労を常態         

1月当たり９６時間以上１２０時間未満の就労を常態         

月 １６日
 ～１９日

1月当たり１５２時間以上の就労を常態         

1月当たり１２８時間以上１５２時間未満の就労を常態         

1月当たり９６時間以上１２８時間未満の就労を常態         

1月当たり６４時間以上９６時間未満の就労を常態         

4 妊娠・出産
出産予定月及び前後２ヶ月（計５ヶ月間）の入所

通常出産ではなく、絶対安静、入院等、日常生活に支障をきたす旨の診断書が出た場合

5
就労

月 ２０日
   　  以上

1月当たり１６０時間以上の就労を常態         

1月当たり１２０時間以上１６０時間未満の就労を常態                         

1月当たり８０時間以上１２０時間未満の就労を常態         

1月当たり６４時間以上８０時間未満の就労を常態         

3 火災・災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育に当たれない場合

2 疾病・障害

疾　病

入　院

居宅内

常時病臥

感染症

精神性

一般療養

障害
（身体・知
的・精神）

身体障害者手帳１・２級、精神障害者保健福祉手帳所持、愛の手帳所持

身体障害者手帳３級を所持（ただし、聴覚・視覚・体幹機能障害については、１・２級とみなす）

身体障害者手帳４級程度等

週３回以上の通院

常時病臥ではないが、看護・介護を要する場合

上記以外の通院加療または、自宅療養

保護者の状況
項　目 細　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

1 死亡・離別・行方不明・拘禁等で不存在
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★ 調整指数表  ※101～502のうち該当する調整指数を全て基準指数に合算します。 

  
児童福祉の観点から調整するための項目

①保護者それぞれにかかわるもの
101 ４級以上の身体障害者、４度以上の知的障害者、精神障害者で就労している場合 +6
102 勤務経験が1年以上の場合 +2
103 生計の中心者が失業し、求職中の場合（失業した日の翌日から起算して90日間） ※
104 基準日時点で就労しておらず、就職内定がある場合 -10
105 勤務経験が1か月未満の場合 -5
106 勤務経験が1か月以上3か月未満の場合 -2
107 就労状況に対して就労（収入）実績に整合性がない場合 -5

②世帯にかかわるもの

201 +10
202 +8
203 +5
204 +4

206 +5
207 -15

③児童にかかわるもの

303 上記302に該当しない認可外保育施設、事業を月に16日以上で利用している児童 +1

306 +40

307 児童相談所等の専門機関から支援要請がある児童 +40
行政上の公平性の観点から調整するための項目

④広域利用調整

401 -90

402 -100

⑤保育料滞納調整

501 -4
502 上記501に該当し、過年度分保育料の滞納がある場合 -16

(備考)
（１） 104における生計の中心者とは、所得や生活実態を総合的に勘案して判断する。
（２） 104の※は、失業前の基準指数と現在の基準指数の差とする。
（３） 107は月の収入額と、当該収入のあった月に属する年度の4月時点の最低賃金に労働時間を乗じた金額を比較し、

下回る場合に付す。
（４） 202、203は保護者のどちらかの基準指数項目が「不存在」である場合にのみ付す。
（５） 204は基準指数項目が「就労」の場合で、長期的に家族を伴わず任地に赴いており、そのことが証明できる場合にのみ付す。
（６） 205は基準指数項目が「看護・介護」の場合にのみ付す。
（７） 206は基準指数項目が「疾病・障害」の場合にのみ付す。
（８） 207の同居とは同一地番（丁目、番地）に居住していることを指し、世帯分離の有無を問わない。
（９） 301は4月入所の利用調整時にのみ適用する。

（１０）304は302または303と重複して適用する。
（１１）302、303、304は育児休業取得中の者には適用しない。
（１２）306は子ども・子育て支援法施行規則第1条の５第9号の事由に認定をされていない場合に限る。
（１３）305、306の保育施設とは、施設型給付または地域型保育給付を受けるため東村山市から確認を受けている市内保育所

（れんげ萩山保育園含む）、認定こども園（保育枠）、地域型保育事業を指す。
（１４）305は301と重複して適用しない。
（１５）401、402は、入所希望月の前月末までに東村山市に転入することが確実な世帯には適用しない。
（１６）501、502における保育料及び利用者負担とは、申請児童に賦課された利用者負担（保育料）を指す。
（１７）501、502は地震・風水害等の天災による被災、急病、会社倒産等による失業など不測の事態による未納など、真にやむを

得ない事情があると市が認めるときは適用しない。

減
算

減
算

入所申請の締め切り時点で保育料の滞納がある場合

加

算

減

算

加

算

減算

加

算

305
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）

保護者のどちらかが疾病・障害により保育にあたれない場合
同居の祖父母等に、６０歳未満で健康かつ不就労の者がいる場合

302
教育施設の預かり保育若しくは市が指定する認可外保育施設等（認証保育所、定期利用保
育施設、企業主導型保育事業等）を月に16日以上利用している児童

生活保護受給世帯

ひとり親
世帯

+3

東村山市の近隣市（清瀬市、東久留米市、小平市、東大和市、所沢市）に在住で転入
予定がない世帯

東村山市への転入予定がなく、上記401に該当しない世帯

304
上記302、303に該当する認可外保育施設・事業等を入所希望月の初日の時点において1年
以上継続して利用している児童

+1

育児休業取得のため退所した児童が、休業の終了に伴い当該退所した保育施設への再入
所を希望する場合

基準指数項目が「就労」の場合
基準指数項目が「就労」以外の場合

+3

保護者のどちらかが入所希望月の初日の時点で単身赴任をしている場合

205
居宅内で３親等内の親族に身体障害者手帳(１，２級)・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳
所持又は寝たきり等の人がいて、他に見る人がおらず介護・看護をしている場合

+5

301
 2歳児クラスまでの乳児専用保育所（分園を除く）または地域型保育（家庭的保育、小規模保
育等）を卒園する児童

+6
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★ 同点時判定表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

市町村民税所得割（４月～８月：前年度、９月～３月：現年度）を比較し、所得割額の合計が少ない世帯に属する
児童を優先する

上記１～１５で判定ができなかった場合は、当該児童に関わる状況を総合的に勘案し判定する

兄弟姉妹に障害児がいる世帯に属する児童を優先する

小学校三年生以下の児童数が多い世帯に属する児童を優先する

保護者が保育士等の資格を有しており、当該保護者が保育士、幼稚園教諭または保育教諭として市内の教育・保育
施設または市が指定する認可外保育施設等（認証保育所、定期利用保育施設、企業主導型保育事業等）に従事また
は従事予定の世帯に属する児童を優先する

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

保護者の一方が単身赴任、海外赴任、長期入院等のため確実に不在であることが証明される世帯に属する児童を優
先する

基準指数項目「就労」の世帯を比較するときは、父または母のうち就労日数が少ない保護者を比較し、当該保護者
の就労日数が多い児童を優先する（20日以上は同数とする）

上記９で判定がつかなかった場合、もう一方の保護者の就労日数を比較し、当該保護者の就労日数が多い児童を優
先する（20日以上は同数とする）

上記４の基準で判定ができなかった場合、もう一方の保護者の基準指数表に定める当該基準指数の属する項目番号
を比較し、当該項目番号が上位である保護者がいる世帯に属する児童を優先する

利用者負担（保育料）滞納がない世帯に属する児童を優先する

転園申請の児童より新規申請の児童を優先する
※れんげ萩山保育園を除く市外認可保育所・市外地域型保育事業からの転園は新規申請とみなす
※市内転居（住民票を異動）した場合は転園申請ではなく新規申請とみなす

※選考指数（基準指数＋調整指数）が同点のときは、優劣が決まるまで下記の基準を項目番号順に当てはめて、同点
の者の優劣を判定し、順位付けします。

基準指数の高い児童を優先する

7

保育の必要性の判定（指数判定）に要する挙証書類がすべて期日までに提出されている児童を優先する

調整指数のうち減算指数の適用がない世帯に属する児童を優先する

父または母のうち基準指数表に定める当該基準指数の属する項目番号が上位の保護者を比較し、当該項目番号が上
位である保護者がいる世帯に属する児童を優先する
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利用者負担額（保育料）一覧表 

０歳児クラスから２歳児クラスのお子さんの利用者負担額は下表のとおりです。 

▪３歳児クラス以上のお子さんの利用者負担は無料です。 

▪保護者と生計を一にしている子どもが３人以上いる場合、年齢が高い順に数えて３番目（第３子）以降の

利用者負担は無料となります。 

▪ひとり親世帯、同一世帯内に、精神障害者手帳等の交付を受けた者は、カッコ内の額となります。 

子どもの属する世帯の各月初日の階層区分 利用者負担の額 

(子ども 1人当たりの月額) 単位：円 

保育標準時間 保育短時間 

基準

階層

区分 

所得

階層

区分 

定義及び条件 第 1子 第 2子 第 1子 第 2子 

A 

 

生活保護世帯等 0 0 0 0 

B 

A 階層を除き、当該年度分(4 月から 8 月までにあっ

ては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税

の世帯 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

C 
A 階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税額が

均等割の額のみの世帯 

6,600 

(3,300) 

3,300 

(0) 

6,400 

(3,200) 

3,200 

(0) 

D 

1 

Ａ
階
層
を
除
き
、
当
該
年
度
分
の
市
町
村
民
税
所
得
割
合
算
額
が
右
の
区
分
に
該

当
す
る
世
帯 

1円以上 5,000円未満 7,600 

(3,800) 

3,800 

(0) 

7,400 

(3,700) 

3,700 

(0) 

2 
5,000円以上 26,800円未満 8,800 

(4,400) 

4,400 

(0) 

8,600 

(4,300) 

4,300 

(0) 

3 
26,800円以上 48,600円未満 12,000 

(6,000) 

6,000 

(0) 

11,700 

(5,800) 

5,800 

(0) 

4 
48,600円以上 72,800円未満 13,600 

(6,800) 

6,800 

(0) 

13,300 

(6,600) 

6,600 

(0) 

5 

72,800円以上 77,101円未満 16,300 

(8,150) 

8,150 

(0) 

16,000 

(8,000) 

8,000 

(0) 

77,101円以上 97,000円未満 16,300 8,150 16,000 8,000 

6 97,000円以上 133,000円未満 18,700 9,350 18,300 9,100 

7 133,000円以上 169,000円未満 21,600 10,800 21,200 10,600 

8 169,000円以上 185,500円未満 25,700 12,850 25,200 12,600 

9 185,500円以上 202,000円未満 29,100 14,550 28,600 14,300 

10 202,000円以上 218,500円未満 32,400 16,200 31,800 15,900 
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子どもの属する世帯の各月初日の階層区分 利用者負担の額 

(子ども 1人当たりの月額) 単位：円 

保育標準時間 保育短時間 

基準

階層

区分 

所得

階層

区分 

定義及び条件 第 1子 第 2子 第 1子 第 2子 

11 218,500円以上 235,000円未満 35,000 17,500 34,400 17,200 

12 235,000円以上 251,500円未満 38,500 19,250 37,800 18,900 

13 251,500円以上 268,000円未満 40,900 20,450 40,200 20,100 

14 268,000円以上 284,500円未満 43,000 21,500 42,200 21,100 

15 284,500円以上 301,000円未満 45,500 22,750 44,700 22,300 

16 301,000円以上 325,000円未満 47,200 23,600 46,300 23,100 

17 325,000円以上 349,000円未満 49,200 24,600 48,300 24,100 

18 349,000円以上 373,000円未満 51,100 25,550 50,200 25,100 

19 373,000円以上 397,000円未満 51,400 25,700 50,500 25,200 

20 397,000円以上 51,600 25,800 50,700 25,300 

 

延長保育料徴収基準表 

▪下表は公立保育所の延長保育料となります。 

▪私立保育所・認定こども園・幼稚園・地域型保育事業の延長料金については、施設ページ 

 をご確認ください（上記の表と同じ料金を設定している施設もあります。「巻末資料を参照」 

としている施設は上記の表と同じ料金を設定しています。）。 

▪各施設のコアタイムについては、次ページの各施設の利用時間（コアタイム一覧表） 

をご確認ください。 

 

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 

 

Ａ
階
層
を
除
き
、
当
該
年
度
分
の
市
町
村
民
税

所
得
割
合
算
額
が
右
の
区
分
に
該
当
す
る
世
帯 

D 



7:00 7:30 19:00

7:00 7:30 19:00

7:00 7:30 19:00

延長

各施設の利用時間（コアタイム一覧表）

幼稚園／認定こども園

8:00 8:30 9:00 ～ 14:00 16:30 17:00 17:30 18:00

類型 ○○幼稚園
平日

延長 教育標準時間 延長

※　Ａ-１及びＡ-２の施設については、　「基本」時間帯は通常保育料金でご利用になれます。「延長」時間帯は、別途利用料金
が発生します。

※　延長料金については、各施設の紹介ページをご確認ください。

幼稚園
8:00 8:30 9:00 ～ 14:00 16:30 17:00 17:30 18:00

Ａ－２ 麻の実幼稚園
平日

7：30～延長 基本9：00～14：00 延長～19：00

Ａ－１ 久米川幼稚園
平日

7：30～延長 基本8：30～14：00 延長～18：30

Ａ－１
晃華学園
暁星幼稚園

平日

7：30～延長 基本8：30～14：00 延長～18：30

Ａ－１ 精心幼稚園
平日

7：30～延長 基本9：00～14：00 延長～18：30

Ａ－１ 多摩みどり幼稚園
平日

7：30～延長 基本9：00～14：00 延長～18：30

Ａ－１ まりあ幼稚園
平日

7：30～延長 基本9：00～14：20 延長～18：30

Ａ－１ 南台幼稚園
平日

7：30～延長 基本9：00～14：00 延長～18：30

Ａ－２ 美住幼稚園
平日

基本9：00～14：00 延長～18：00

認定こども園
8:00 8:30 9:00 ～ 14:00 16:30 17:00 17:30 18:00

C－１
認定こども園
秋津幼稚園

平日

１号※１ 7：30～延長 基本9：00～14:00 延長～19：00

平日

２号※２ 7：30～基本 基本9：00～17:00 基本～18：30

C－２

東村山むさしの
第一認定こども

園
（東村山むさしの

幼稚園）

平日・土曜

１号※１ 7：00～延長 基本9：30～13：30 延長～19：00

平日・土曜

２号※２ 7：00～基本 基本（コアタイム）8:30～16:30 基本～18：00 延長

C－２ しらぎく幼稚園

平日

１号※１ 7：30～延長 基本9：00～14:00 延長～18：30

平日

２号※２ 基本（コアタイム）8:30～16:30

平日・土曜

7：30～基本 基本～18：30

２号※２ 7：00～基本 基本（コアタイム）8:30～16:30 基本～18：00 延長

※１　１号認定の方（教育時間のみ利用される方）の利用時間です。「基本」時間帯は、通常保育料金でご利用になれます。「延
長」時間帯は、別途利用料金が発生します。

C－３

東村山むさしの
第二認定こども

園
（東村山むさしの

保育園）

※２　２号認定の方（教育機能と保育機能を利用される方）の利用時間です。保育短時間認定の方は、「コアタイム」以外の時間
帯は全て「延長」時間帯となります。

１号※１ 7：00～延長 基本9：30～13：30 延長～19：00

平日・土曜
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基本（コアタイム） 基本 延長
Ｂ－1

ソラスト東村山
保育園

平日・土曜

基本

基本（コアタイム）基本

平日・土曜

基本（コアタイム）

基本

基本（コアタイム）

平日・土曜

平日・土曜

基本

基本（コアタイム）

基本

基本

基本

基本（コアタイム） 基本

16:30

基本基本（コアタイム）

基本

8:30

延長

基本

基本

18:00

延長

基本 基本（コアタイム）

18:00

延長

19:00

延長

～

基本

9:00 16:00 20:0019:0016:30 17:00

保育所

20:007:00 8:30

17:307:00 8:00 8:307:30

16:30

類型 ○○保育園
平日・土曜

基本

～

基本（コアタイム）

平日・土曜

基本

平日・土曜

延長

基本

※　「基本」時間帯は、通常保育料金でご利用になれます。「延長」時間帯は、別途利用料金が発生します。
※　保育短時間認定の方は、「コアタイム」以外の時間帯は全て「延長」時間帯となります。
※　延長料金については、各施設の紹介ページをご確認ください。

第三保育園
基本（コアタイム）

第一保育園

平日・土曜

平日・土曜
第五保育園

第四保育園
基本

私立保育所

基本
第七保育園

基本

平日・土曜

久米川保育園

つぼみ保育園

Ｂ－1

Ｂ－1

Ｂ－1

Ｂ－1

Ｂ－1

花さき保育園
平日・土曜

平日・土曜

Ｂ－1

7:00

Ｂ－1

平日・土曜
Ｂ－1

Ｂ－1

Ｂ－1

Ｂ－1

Ｂ－1

Ｂ－1
れんげ萩山保育園
（本園・分園）

平日・土曜

Ｂ－1

Ｂ－1

あいあい保育園
平日・土曜

Ｂ－1

八国山保育園
（本園・分園）

平日・土曜

ほんちょう保育園

Ｂ－1

Ｂ－1

青葉さくら保育園
平日・土曜

東たいてん保育園

平日・土曜

平日・土曜

りんごっこ保育園
（本園・分園）

ふじみ保育園

わくわく保育園

平日・土曜
つばさ保育園

基本（コアタイム）

9:00 ～

基本（コアタイム）

基本

基本 基本（コアタイム）

基本

基本

基本

基本

基本 基本（コアタイム）

基本 基本（コアタイム）

基本

17:00

基本

基本

延長

延長

延長

延長

18:00

延長

延長

延長

19:00

延長

延長

基本

20:00

延長

延長

基本 基本（コアタイム）

延長

延長

基本

基本（コアタイム） 基本

基本（コアタイム）

延長

基本（コアタイム） 基本

延長基本 基本（コアタイム） 基本

基本 基本（コアタイム） 基本

基本

基本 基本（コアタイム） 基本

公立保育所

Ｂ－1 いづみ愛児園
平日・土曜

基本 基本（コアタイム） 基本

Ｂ－1 萩山まるやま保育園
平日・土曜

延長

延長

Ｂ－1 天王森保育園
平日・土曜
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延長

延長

延長

延長

基本 基本（コアタイム） 基本

基本（コアタイム）

基本 基本（コアタイム） 基本 延長

平日・土曜

基本（コアタイム）

D－２
東村山おしゃら保育

園

平日・土曜

D－２ たまっこ保育園

基本

延長基本

D－３

D－２

基本（コアタイム） 基本

D－２
クレイドルの保育園
こどもと私　東村山

小規模保育事業所

延長

基本

基本（コアタイム）

平日・土曜

7:30 8:00

平日

事業所内保育施設

D－３

7:00 16:30

D－３

D－２

みゆき保育所

基本

D－３
りんごっこ駅前

保育園

平日・土曜

基本

基本 基本（コアタイム） 基本 延長
エメット保育園D－５

平日・土曜

18:00 19:008:30 ～

20:008:00 8:30 9:007:30

基本（コアタイム）

16:30 17:307:00 18:00～ 16:00 19:00

平日・土曜

※　「基本」時間帯は、通常保育料金でご利用になれます。「延長」時間帯は、別途利用料金が発生します。

※　保育短時間認定の方は、「コアタイム」以外の時間帯は全て「延長」時間帯となります。

○○保育園
延長

～

D－３

D－２

平日・土曜

基本

基本（コアタイム）

平日・土曜

平日・土曜

せいしん保育室
ビーオンクローバー 基本

平日・土曜

基本（コアタイム）

平日・土曜

りんごっこ久米川
駅前保育園

8:30

ニチイキッズ
東村山保育園

ＮＩＣＯＬＡＮＤ
保育園東村山 基本

基本

基本（コアタイム）

キッズフィールド
久米川園

基本

類型

8:00 8:30

※　★が付いている施設は、保育短時間認定の方のみご利用いただけます。

★志村　純子
平日

※　延長料金については、各施設の紹介ページをご確認ください。

基本 基本

D－２

開所時間内8時間利用（但し登園は９：００までに）

7:30 ～

基本（コアタイム）

★田中　浩実

D－１

8:00

D－１
平日

7:00

18:0017:30

開所時間内８時間利用

延長

18:0016:30

基本

基本

基本 延長

基本

延長

地域型保育事業

家庭的保育事業

延長

19:00 20:00

基本 延長

平日・土曜

基本（コアタイム）

平日・土曜

ことり保育室

しんあきつ
保育園

久米川たいよう
保育園

平日・土曜

基本（コアタイム）

基本

延長

基本（コアタイム）

基本

基本

基本 延長

基本

基本

基本（コアタイム）

D－３

D－２ はじめの保育園
平日・土曜

D－２
クレイドルの保育園
こどもと私　久米川

平日・土曜

基本 基本（コアタイム）

基本

20:00

基本 延長基本

19:30
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21:00

21:00

（※１）幼児教室すずめには、定期利用保育以外に、通常コースの設定があります。利用時間については、幼児教室すずめに直接お問い合わせください。

認可外教育・保育施設／企業主導型保育事業

7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 16:30 20:00

※　★が付いている施設は、保育短時間認定の方のみご利用いただけます。

※　延長料金については、各施設の紹介ページをご確認ください。

17:30 19:00

基本

18:00

※　「基本」時間帯は、通常保育料金でご利用になれます。「延長」時間帯は、別途利用料金が発生します。

類型 ○○保育園
平日・土曜

～ 16:00

基本 基本（コアタイム） 延長

認証保育所
7:00 8:00 ～ 18:00

※　保育短時間認定の方は、「コアタイム」以外の時間帯は全て「延長」時間帯となります。

20:00

E－１ 空飛ぶ三輪車
平日・土曜

7：00～延長 基本8：00～18：00 延長～20：00

E－１
空飛ぶ三輪車
秋津保育所

平日・土曜

7：00～延長 基本8：00～18：00 延長～20：00

18:00
定期利用保育施設

7:00 8:00 9:00

8：00～延長 基本9：00～17：00

～ 17:00

企業主導型保育事業
7:00 7:30

19:00 20:00

E－２
幼児教室すずめ
（定期利用コース）

（※１）

平日

平日・土曜

7：00～18：00内の契約利用

Ｆ－１
ロンドなないろ
保育園

延長
Ｆ－１

東村山むさしの
ＳＴＡＦＦ保育園

平日・土曜

8:00 8:30

延長～18：30

開所時間内の契約利用

20:30～ 16:30 18:00 19:00
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