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ここでは、幼稚園・保育所等について説明します。調査に回答する際の参考

にしてください。 

保育料・保育の利用時間は、各施設によって異なる場合がありますので、あ

くまでも目安とお考えください。 

 

●幼稚園【市内 13か所】 

学校教育法で定められた基準を満たしている教育施設で、満３歳から小学校就学前までが対象。

通常の教育時間・就園時間は、おおむね９時～14 時。１か月程度の夏休み期間があります。利用

保育料は施設により異なりますが、月額保育料の最高額は 32,000円。（保護者への補助制度あり） 

 

●幼稚園の預かり保育 
教育時間とは別に、就園時間を延長して保育を行う事業。現在、最長では、朝の預かりは７時30

分から、夕方の預かりは18時30分まで行っている園があり、春休み・夏休み・冬休みに預かり保

育をする園もあります。 

保育料は、施設により異なります。 

 

●認定こども園 
幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設。０歳または３歳から小学校就学前までが対象ですが、

対象年齢は園により異なります。現在、市内には、ありません。保育料は、施設により異なります。 

 

●認可保育所【市内 36か所】 

保護者に代わって保育をする児童福祉施設で、国が定める最低基準に適合した施設で都道府県等

の認可を受けたもの。０歳から小学校就学前までが対象。通常の保育時間は、おおむね７時～18

時。保育料は、世帯の市区町村民税の状況等に応じて決定されます。月額保育料の最高額は、０～

２歳児で 73,200 円、３～５歳児で 32,200 円。 

 

★印の園には、地域子育て支援センターが設置されています。ここでは、園内開放に加え、施設内

の一室に集いの部屋があり、就学前までのお子さんとご家族等に子育て相談等の子育て支援を行っ

ています。 

 

【施設一覧】 こみね幼稚園 田無いづみ幼稚園 田無富士見幼稚園 田無向ヶ丘幼稚園 

 つくし幼稚園 東京女子学院幼稚園 ひなぎく幼稚園 ひばりヶ丘幼稚園 

 宝樹院幼稚園 みどりが丘保谷幼稚園 武蔵野大学附属幼稚園 明成幼稚園 

 谷戸幼稚園    

【施設一覧】 ★けやき保育園 こまどり保育園 芝久保保育園 しもほうや保育園 

 ★すみよし保育園 そよかぜ保育園 田無保育園 ★なかまち保育園 

 西原保育園 はこべら保育園 ★ひがし保育園 ひがしふしみ保育園  

 ひばりが丘保育園 ほうやちょう保育園 みどり保育園 向台保育園 

 ★やぎさわ保育園    

 アスクたなし保育園 アスクたなし南町保育園 アスクひばりヶ丘保育園 和泉保育園 

 きたしば保育園 グローバルキッズ柳沢園  子パンダ保育園 サムエル保育園 

 サムエル保育園分園 田無北原保育園 田無すくすく保育園 田無ひまわり保育園 

 Nicot 田無 ポポラー東京ひばりが丘園 みらいく保谷園 武蔵野どろんこ保育園 

 谷戸のびのび保育園 柳橋保育園 レイモンド田無保育園  

西東京市内の幼稚園・保育所等の説明  
 

「いこいーな」 

Ⓒシンエイ／西東京市 
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●小規模保育事業【市内 18か所】 
満３歳未満の乳児又は幼児を保育する事業です。事業を行う保育施設を整備し、その施設で乳児

又は幼児をお預かりするものです。開所時間は事業所によって異なります。保育料は、認可保育所

と同様です。 

 

●家庭的保育事業【市内６か所】 

保育士または一定の研修を終了した上で市が保育士と同等以上の知識・経験を有すると認めた家

庭的保育者が、仕事や病気等の理由により日常的に家庭において保育できない保護者に代わり、乳

幼児（０～２歳児）をお預かりする事業です。開所時間は、おおむね 17 時まで。保育料は、認可

保育所と同様です。 

 

●事業所内保育事業【市内１か所】 

児童福祉法に基づく保育事業で、市町村が定めた基準を満たし、認可を受ける事業です。０歳児

から２歳児までのお子さんを対象に、会社等の事業所の保育施設等で、従業員の子どもと地域の子

どもを一緒に保育します。保育料は、認可保育所と同様です。 

【実施施設】柳橋わかくさ 

 

●認証保育所【市内 12か所】 

認可保育所ではないが、東京都が認証した施設。保育の利用時間は、おおむね７時～20時。延長保育

は20時前後まで。保育料は施設により異なります。（保護者へ月額 16,000 円の補助制度あり） 

 

●定期的利用保育事業【市内１か所】 
パートタイム勤務や育児短時間勤務等をされている方のお子さん、０歳から小学校就学前までが

対象。保育時間は、８時 30 分～16 時 30 分。保育料は、１日８時間利用で日額 2,200 円・月

額 44,000 円が上限。（保護者へ月額 16,000円の補助制度あり） 

【実施施設】小峰保育室 

 

【施設一覧】 アルタベビー田無園 CO-春保育園 小規模保育ひまわりのおうち  

 すまいる保育室 たけのこ保育園 たんぽぽ保育園 柳沢駅前園 

 ドリームキッズ中町保育園 ビーフェア田無しょこら保育園 ビーフェア田無まかろん保育園 

 ひばりヶ丘みさと保育園 保育室わんわん 保育室わんわん２ｎｄ 

 PocaPoca 保育室 Manamana 保育室 Manamana 新町保育室 

 南町 pocapoca 保育室 めいおう保育園 もりのなかま保育園 保谷園  

【施設一覧】 あじさい保育室 さくら保育室 

 たけのこ保育室 ひばりが丘北保育室ジョイフル 

 ＰｏｃａＰｏｃａ第２保育室 増子保育室 

【施設一覧】 京進のほいくえん HOPPA 柳沢保育園 共同保育所にんじん 

 生活クラブ保育園ぽむ 都市型保育園ポポラー東京田無園 

 ドリームキッズ東伏見保育園 西東京雲母保育園 

 ビーフェアこども愛々保育園向台 ビーフェア田無保育園 

 ビーフェアひばりが丘南口保育園 Coco-ro 保育園 

 ぽけっとランドひばりヶ丘 谷戸すくすく保育園 

― 続  き ― 
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●企業主導型保育事業【市内１か所】 
多様な就労形態に対応した保育サービスを提供するため、企業が国の補助を受けて、主として従業

員向けに整備する認可外の保育施設です。地域枠として、定員の一部を従業員以外の地域にも開放し

ている場合もあります。月額保育料は 50,000 円程度です。 

【実施施設】武蔵野大学附属慈光保育園 

 

●幼稚園類似施設【市内３か所】（問 13① 、15、15② および問 17② では「その他」に該当します。） 
学校教育法で定められた幼稚園以外で東京都知事が認めた施設。入園できる年齢、１クラスの人数、

教育内容は幼稚園と同じですが、施設・設備の面で幼稚園と異なります。保育料は、施設により異な

ります。（保護者への補助制度あり） 

【幼稚園類似施設】こひつじ園 サフラン愛児園 たんぽぽ幼児教室 

 

●無認可幼児施設【市内１か所】（問 13① 、15、15② および問 17② では「その他」に該当します。） 
幼稚園や、幼稚園類似施設を除いた施設のうち、西東京市長が認めたもの。教員（先生）の人数

や施設・設備面、教育週数（通園する日数）等の基準が幼稚園等と異なります。保育料がかかりま

す。（保護者への補助制度あり） 

【無認可幼児施設】幼児園 どんぐりころころ 

 

 

 

●学童クラブ【市内 34か所】 
保護者が就労等により昼間家庭にいない場合等に、指導員の下、子どもの放課後の生活の場を提

供するものです。指導時間は、18 時まで。土曜日・一日指導日は 8 時 30 分から 18 時まで。月

額の育成料 6,000 円・間食費 1,000 円。事業の利用にあたっては、期限内の申込み・承認の要

否があります。 

連絡帳や保護者会を通じ、指導員と子どもの様子の伝え合いがあり、出欠確認、生活のリズムを

考慮した適切な食事として間食があります。家庭で過ごすのと同じように、休息、食事、遊び、宿

題、掃除等を行う、「放課後の生活の場」です。 

 西東京市には 34 か所あり、児童館に併設されているもの、学校の教室や敷地内に併設されてい

るもの、学童クラブだけが単独で設置されているものの、３種類があります。現在、小学校１年生

から４年生までの子どもが利用できます。 

 

●放課後子供教室 
放課後や週末等に、小学校等で、地域の子どもたちの安全・安心な活動拠点及び居場所を確保す

るとともに、地域の方々の協力を得て、子どもたちにさまざまな体験、交流及び学習活動の機会（西

東京市では工作教室、手話教室、英会話教室、各種スポーツ教室等）を提供する事業です。すべて

の小学生が対象です。 

【施設一覧】 上向台学童クラブ 上向台第二学童クラブ 北芝久保学童クラブ 北原学童クラブ 

 けやき学童クラブ けやき第二学童クラブ 芝久保学童クラブ 下保谷学童クラブ 

 新町学童クラブ 住吉学童クラブ 田無学童クラブ 田無第二学童クラブ 

 田無第三学童クラブ 田無柳沢学童クラブ 中町学童クラブ 中町第二学童クラブ 

 東学童クラブ 東伏見学童クラブ 東伏見第二学童クラブ ひばりが丘北学童クラブ 

 ひばりが丘北第二学童クラブ ひばりが丘第一学童クラブ ひばりが丘第二学童クラブ 保谷第一学童クラブ 

 保谷柳沢学童クラブ 保谷柳沢第二学童クラブ 本町学童クラブ 本町第二学童クラブ 

 みどり学童クラブ 向台学童クラブ 向台第二学童クラブ 向台第三学童クラブ 

 谷戸学童クラブ 谷戸学童クラブ   

― 続  き ― 

学童クラブ・放課後子供教室の説明  
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国では、子育て世帯を応援し、社会保障をすべての世代型に変えていくため、幼児教育の無償化を

進めています。具体的な内容は、現在検討が行われていますので、ここでは今のところ予定されてい

る無償化のイメージをお示しします。（今後、変更となる可能性があります。） 

 幼児教育の無償化は、主に 3 歳～５歳の子どもを対象として、2019 年 10 月より実施予定とさ

れています。 

 

●現在予定されている幼児教育の無償化のイメージ 

 

３歳～５歳
保育の必要性の
認定事由に
該当する子ども

３歳～５歳
上記以外

・共働き家庭
・シングルで
働いている家庭

など

・専業主婦(夫)家庭
など

幼稚園、保育所、認定こども園、
障害児通園施設

（幼稚園は
月２.５７万円まで）

利用 幼稚園の預かり保育

利用

利用
（複数利用）

複数利用
幼稚園、保育所、
認定こども園

障害児通園施設

認可外保育施設、ベビーシッターなど
（一般的にいう認可外保育施設、

自治体の認証保育施設など）

ともに無償
（幼稚園は月2.57万円

まで）

利用
幼稚園、認定こども園、

障害児通園施設

複数利用
幼稚園、

認定こども園
障害児通園施設

月3.7万円まで
無償

幼稚園保育料の無償化
（月2.57万円まで）
に加え、月1.13万円
（月3.7万円との差
額）まで無償

無償
（幼稚園は月2.57万円

まで）

無償

ともに無償
（幼稚園は月2.57万円

まで）

 
 

 

 

 

 さらに詳しい情報は、内閣府ホームページ「幼児教育の無償化に関する住民・事業者向け説明資

料」をご覧ください。 

【内閣府ホームページアドレス】 
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outl ine/ index.html#free_ed  

 

 

※住民税が非課税の世帯の場合は0～2歳の子どもも上記と同様の考え方で無償化の対象となります。

この場合、月 4.2 万円まで無償となります。 

幼稚園、保育所、認定こども園等の無償化について 


