
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 
 
提出された申請書類は、 

令和４年 3 月末まで有効です。 

毎月、欠員が出た場合に利用調整をします。 

 

 

 

変更手続きは、前月１５日まで（土曜・日曜、

祝日にあたる場合は前開庁日） 
 

 

 
 

 
 

 

途中で入園が決まったら 

連絡はくるの？ 

毎月 22 日ごろ 
入所承諾の方のみ電話連絡いたします。 

 

令和４年度の保育施設入所申請の 
 手続きは忘れずにしてください。 

東京都認証保育所 企業主導型保育施設 定期利用保育 一時預かり保育 
ファミリー・サポート・

センター 

○東京都が独自に認証した 

施設 

○駅から近い 

○13 時間開所 

（おおむね７時～20 時） 

○市区町村を超えての入所 

可能 

○利用者と施設の直接契約 

○従業員のための保育施設 

○子どもを預ける親の多様な

働き方に対応 

○従業員枠と地域枠があり、従

業員でなくても地域枠での

利用が可能 

○利用者と施設の直接契約 

○保護者が既に就労しており、

認可保育施設の入所が保留

（待機）になっている場合の

預かり（保育できる同居親族

がいない場合に限る） 

○３か月に一度の更新必要 

 （年度内の継続可能） 

○１日の預かり時間は送迎含

め８時間以内が基本 

○保育施設に通っていない子

どもの、市内各認可保育施

設での一時的な預かり 

（対象年齢は施設により異なる） 

○一日につき 8:30～17:00

の間の施設が定める 8 時間 

○預かれる日数は施設による 

 （週 2～3 日程度） 

○預ける理由は問わない 

○各施設に申し込み 

○利用会員（預けたい人）と

協力会員（援助をしたい

人）の子育て支援ネットワ

ーク 

○預かり場所は協力会員宅 

○施設への送迎のみでの利

用も可 

 

つみき保育園 

わくわく宝船保育園昭島 

保育園アルペジオ昭島中神町園 

スマイルキッズ昭和の森 

昭和郷第二保育園 

なしのき保育園 
市内各保育施設 昭島市ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ 

     

週 5 日 8 時間以上の利用 週 5 日 8 時間未満の利用 週 2 日～3 日程度の利用 スポットの利用 

      認可保育所より開所時間が長いため、フルタイム勤務    

で通勤に時間がかかるなどの方はおススメ！ 

一時預かりだけど、決まった曜日

と時間に預けられるので安心！ 

短時間のアルバイトやパート、 

リフレッシュでも預けられます。 

預け先が見つからない時の救

世主！土・日の預かりもあり。 

      施設に直接連絡をして、空き状況や申請方法を確認し

てください。 
市役所で申請手続きが必要です。 

各施設に直接連絡をしてくださ

い。事前面談が必要です。 

昭島市社会福祉協議会に問い

合わせをしてください。 

 

 

預ける量 

多い 少ない 

預ける目安 

お薦め 
ポイント 

申込場所 

令和２年度 

お子さんの 

あずけ先 

市内には、認可保育施設をはじめ安心して

お子さんを預けられる様々な施設があります。

そこで今回は、認可保育施設以外の預け先の
情報をお伝えします！ぜひ、ご家庭のニーズに

合わせた保育施設を選択してください。 

 

★下記事業の詳細は裏面を Check! 
 

＜出張相談＞ 

子ども子育て利用者支援員は、お子さんのあずけ先、あそび場所のご案内を行っています。 

★子ども子育て支援課子ども子育て地域支援担当  
市役所１階 17 番窓口 042-544-4190 

月～金曜日（祝日を除く）8:30～17:00（受付は 16:45 まで） 

★あいぽっく 
火曜日（祝日を除く） 

9:00～16:00（受付は 15:45 まで） 

★子育てひろば 
毎週金曜日巡回  

9:30～11:30（受付は 11:00 まで） 

★子ども子育て利用者支援「ぽっけ」 
アキシマエンシス 校舎棟１階 042-519-2218 

月・水・木曜日（祝日・年末年始を除く）  

9:00～16:30（12:00～13:00 を除く） 

（受付は 16:00 まで） 
  

保育園が保留にな
ったけど、これか
らどんな手続きが
必要なの？ 

希望園の変更や 
追加書類がある場合は、 
変更手続きが必要です。 

 

ハ～イ! 
入園できなかったら･･･ 

そのままでいいの？ 

令和３年度 
認可保育施設入所申請の 
 

今後のながれ 

おしえて～ 

おしえて～ 

?募集のある保育施設は 

どこでわかるの? 
 

?変更手続きって何? 
 

○希望していた保育施設を変更したい 

○求職中で申請したが、仕事を開始した 

○育児休業から復職でお子さんが 1 歳 

を迎える前月に達した(育休の証明書 

を提出できる) 

○世帯の人数が変更になった 

○市外に転出する 

○申込みを取り下げる など 

 

こんな時 

変更手続き

が必要 

 

募集状況は毎月 1 日に更新されます。 

子ども子育て支援課窓口または 

市のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで確認できます。 

ちょっとまって！ 

保育施設 

募集状況 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
施設種別 施設名 所在地＆連絡先 曜日＆時間 定員（対象年齢） 

補助

※ 
備考 ＱＲコード 

認
可
外
保
育
施
設 

東京都 

認証保育所 
つみき保育園 

 

松原町 5-2-7 

042-545-3667 
 

月～土曜日 

休園日 日曜祝日年末年始 

7:00～20:00 

0～2 歳児   各 6 名 

3 歳児      5 名 

4 歳児以上    7 名 

○1

○3  ＜お問い合わせ＞直接施設へ 

利用料は①の申請により、施設の契約保育料と

市で定める標準時間保育料の差額の補助あり 

 

企業主導型 

保育施設 

わくわく宝船保育園 

昭島 

郷地町 2-34-7 

042-519-1909 

月～土曜日、祝日 

７:00～20:00 

2 か月～2 歳児  

（地域枠）15 名 ○1  

 

スマイルキッズ 

昭和の森 

 
田中町 562-8 

昭島昭和第 1 ビル３階 

042-500-6721 
 

平日 7:30～18:30 
最大延長 20:30 まで 
土曜日 7:30～18:30 
休園日 日曜祝日年末年始 

令和 3 年 4 月から 

０歳児（生後 57 日目以上） 

～2 歳児 

    （地域枠）10 名 

○3  ＜お問い合わせ＞直接施設へ 

 

保育園アルペジオ 

昭島中神町園 

 
中神町 1168-17 

042-543-7771 
 

 
平日 7:30～19:30 

（18:30～19:30 は延長保
育時間） 

土曜日 7:30～18:30 
（延長保育なし） 

休園日 日曜祝日年末年始 

０歳児（満 6 か月以上） 

～5 歳児 

    （地域枠）15 名  

地
域
子
育
て
支
援
事
業 

定期利用保育 

昭和郷第二保育園 

 
中神町 1260 

042-541-5983 
 

 
月～土曜日の内 5 日間 

8:00～18:00 

（祝日年末年始を除く） 

満 10 か月～2 歳児  5 名 
○2  

○3  

＜お問い合わせ＞   

子ども子育て支援課子ども子育て地域支援担当 

          TEL042-544-4190 
 

★対象者については下記参照★ 
 公私連携型保育所 

なしのき保育園 

 
上川原町 1-23-1 

042-543-6670 
 

月～金曜日 8:30～17:00 

（祝日年末年始を除く） 

 
満 1 歳～２歳児    3 名 

一時預かり保育 各認可保育施設 各認可保育施設 

月～金曜日 

（祝日年末年始を除く） 

 8:30～17:00 

生後 57 日目から 

就学前児童 

 

○2  

○3  

＜お問い合わせ＞各認可保育施設 

市内在住者対象・事前登録必要 

利用料（一例） 
０～２歳  半日 1500 円・１日 3000 円 
３～５歳 半日 900 円・１日 1800 円 

 

昭島市 

ファミリー・サポー

ト・センター 

ファミリー･ 

サポート･センター 

 
昭和町 4-7-1 

あいぽっく２階 

社会福祉協議会 

042-544-0388 
 

月～金曜日 

9:00～17:00とそれ以外の

時間および土・日曜・祝日・ 

年末年始 

生後２か月以上 

小学６年まで ○3  

＜お問い合わせ＞直接施設へ 

市内在住者対象・事前登録必要 

年会費 500 円  

利用料 一時間 700 円（月～金９時から 17 時） 

上記以外の時間及び土・日曜・祝日・年末年始 

一時間 850 円 

※ ② 多子世帯一時預かり保育等利用者負担軽減補助 

【対象】市内に在住する保護者が扶養する児童のうち、同一世

帯の未就学児のみを対象とした最年長者を第１子とした、第２

子及び第３子以降のお子さん 
 

利用前に印鑑（スタンプ印不可）持参で市役所 17 番窓口 

「子ども子育て地域支援担当」にて申請が必要です。 
 

※ ① 認可外保育施設利用支援補助金 

利用している施設の契約保育料と、市で定める標準保育料と

の差額を補助します。入所が決定した場合は市役所から補助

金の申請書類を郵送しますので、市役所へ提出してください。 

施 設 の 紹 介 

※保育施設により月の利用可能日数や対象年齢は異なります 

★定期利用保育について★  
 

【対象】下記すべてに該当する、概ね満１歳から２歳児 

① 昭島市内在住で、集団保育が可能なお子さん。 

② 保護者が利用開始月初日に就労しており、保護者共に就労を理由として 

３か月以上継続して当該児童を保育することができない場合。 

③ 施設型給付対象施設への入所が保留（待機）となったお子さん。 

④ 日中保育ができる同居親族等がいない。 
 

【利用料金】 

64 時間以上 80 時間未満 19800 円  112 時間以上 128 時間未満 33000 円 

80 時間以上 96 時間未満 24200 円  128 時間以上 160 時間未満 44000 円 

96 時間以上 112 時間未満 28600 円   

 ※月額時間外（1 時間）  2500 円  時間外（1 時間） 250 円 

※ 補助について ※ 

※ ③ 幼児教育保育の無償化対象施設 

【対象】３歳～５歳児（0～2 歳児は非課税世帯のみ対象） 

認可保育施設に入れず、やむを得ず認可外保育施設等を利用せざ

るを得ない場合の代替措置として、保育の必要性があるお子さん 
 
・ファミリー・サポート・センターを送迎のみで利用する場合 

は無償化の対象にはなりません。 

・幼稚園・保育施設等在籍しているお子さんが、地域子育て支援

事業を利用した場合は無償化の対象にはなりません。 


