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□認証保育所・定期的利用保育事業の利用
　申込対象一覧に載っていない認証保育所・定期的利用保育事業を利用する場合は
直接施設（事業者）へお問い合わせください。

□提出方法
５面右下表の受付場所へ持参または〒188－8666
市役所保育課へ郵送
※郵送時の注意点
◦受付確認の控え書類が必要な方は、82円切手を
貼付した返信用封筒１枚を同封してください。
◦受付期間内（１次募集は12月５日まで）の消印有効です。期間経過分は受付期間終
了後の申込と同様に取り扱います。

■地域型保育（新制度）移行予定施設
新制度
（予定） 施設名 所在地

家庭的

増子保育ママ 中町１-８-24
たけのこ保育室 芝久保町１-16-２
あじさい保育室 北原町１-28-27
ひばりが丘北保育室ジョイフル ひばりが丘北４-３-13
せんかわ保育室 新町４-１-３　アンソレーユ武蔵野303
さくら保育室 富士町４-23-10
ほのぼの保育室 北原町１-30-７
PocaPoca第２保育室 田無町３-７-５　レインボーヒル105

小規模A
たけのこ保育園 西原町５-１-17
PocaPoca保育室 田無町３-７-５　レインボーヒル101
Manamana保育室 南町５-２-10　ハイテラスかやま201

小規模C すまいる保育室 保谷町３-12-５　ラポール柳沢１Ｆ
家庭的：家庭的保育事業
小規模（A/B/C）：小規模保育事業

■認可保育園
種
類 施設名 所在地 施設名 所在地

公
立（
公
営
）

向台保育園 南町３-23-１ こまどり保育園（※１） 下保谷２-４-２
西原保育園（※１） 芝久保町５-４-２ すみよし保育園 住吉町３-14-14
けやき保育園 西原町４-５-96 なかまち保育園 中町４-４-16
ひばりが丘保育園（※１）ひばりが丘２-３-５ ひがし保育園 東町２-４-13
はこべら保育園（※１） 富士町１-７-２ やぎさわ保育園（※１） 柳沢５-８-２

公
立（
民
営
）

田無保育園 緑町１-２-26 ほうやちょう保育園 保谷町３-13-１
そよかぜ保育園 ひばりが丘３-１-25 しもほうや保育園 下保谷３-８-15
みどり保育園 緑町２-15-12 芝久保保育園　

※平成27年４月から民間委託予定 芝久保町１-14-32
ひがしふしみ保育園 東伏見２-11-11

私
立

サムエル保育園 向台町２-７-21 サムエル保育園分園（※２） 向台町２-６-11
Nicot田無 田無町４-１-61 レイモンド田無保育園 田無町２-14-15
田無北原保育園 北原町２-１-14 グローバルキッズ柳沢園 保谷町３-24-25
きたしば保育園 芝久保町２-14-14 谷戸のびのび保育園 谷戸町３-13-14
柳橋保育園 新町１-11-25 （仮）アスク南町保育園（※３）南町６丁目
和泉保育園 泉町２-６-10 （仮）田無ひまわり保育園（※３）田無町７丁目
アスクたなし保育園 向台町５-５-46

（※１）０歳児クラスの受け入れはありません。　
（※２）３～５歳児クラスの受け入れはありません。
（※３）平成27年４月１日に開設する予定です。

　学童クラブとは、小学校などに通っ
ている児童を持つ保護者が仕事や病気
などの理由で放課後に児童を監護でき
ない場合、保護者に代わって児童の生
活指導を行う事業です。
□対象児童　小学４年生まで（障害のある
児童は小学６年生まで）
□入会案内の配布　
a・b11月14日㈮から・児童青少年課

（田無庁舎１階）・市民課（保谷庁舎１
階）・児童館・学童クラブ・保育園
※市kからもダウンロード可
i12月１日㈪～19日㈮に必要書類を
添えて、①～③窓口のいずれかへ
①児童青少年課（田無庁舎１階）
月～金曜日午前８時30分～午後５時
※16日㈫～19日㈮は午後８時まで

②児童館

月～土曜日午前９時30分～午後６時
③学童クラブ
火～金曜日午後１時～６時
□注意点　
◦施設の利用状況および申請状況によ
り、希望する学童クラブに近接する学
童クラブになる場合や入会できない場
合があります。
◦現在入会している方も、毎年度入会

申請手続きが必要です。申請は、必ず
保護者が行ってください（郵送および児
童による提出は不可）。

平成27年４月学童クラブ入会児童募集 ◆児童青少年課n（p042－460－9843）

■市内学童クラブ一覧

学童クラブ名 所在地 電話番号 定員
（人）

下保谷（※１） 下保谷４-３-20　下保谷児童センター内 042－422－8680 55
保谷第一 下保谷１-４-４　保谷第一小学校内 042－422－5651 50
ひばりが丘北 ひばりが丘北１-６-８　

ひばりが丘北児童センター内
042－423－5110 40

ひばりが丘北第二 042－423－5124 40
住吉 住吉町５-２-１　住吉小学校内 042－421－3280 50
中町

中町４-４-１　中町児童館内
042－422－8766 40

中町第二 042－422－8805 40
本町 保谷町１-３-35　保谷小学校内 042－463－3146 50
東 東町６-２-33　東小学校敷地内 042－421－2115 50
北原（※１） 北原町１-16-２　北原児童館内 042－451－2020 50
谷戸（※１） 谷戸町１-22-10 042－421－1661 50

（仮称）谷戸第二 谷戸町１-17-27　谷戸第二小学校内
（平成27年度開設予定） 未定 30

本町第二 保谷町１-14-23　本町小学校内 042－464－9045 50
ひばりが丘第一（※１） ひばりが丘３-１-25　

ひばりが丘児童センター内
042－465－9480 70

ひばりが丘第二（※１） 042－465－9482 70
みどり 緑町３-８-３　 042－463－3966 50
田無柳沢 向台町１-７-25　田無柳沢児童センター内 042－464－3845 50
新町 新町５-２-７　新町児童館内 0422－55－1880 30

学童クラブ名 所在地 電話番号 定員
（人）

向台（※１）
向台町３-１-45

042－463－0123 50
向台第二（※１） 042－464－2600 50
保谷柳沢 柳沢２-６-11　保谷柳沢児童館内 042－468－8588 40
保谷柳沢第二 柳沢４-２-11　保谷第二小学校敷地内 042－468－1066 40
東伏見（※２）

東伏見６-１-17　東伏見小学校敷地内
042－461－7000 40

東伏見第二（※２） 042－451－3775 40
けやき第二 西原町４-５-96　西原北児童館内 042－464－3834 50
けやき 芝久保町５-７-１　けやき小学校内 042－464－3812 70
北芝久保 芝久保町３-15-10　芝久保地区会館内 042－465－9991 50
田無 田無町４-14-２　田無児童館内 042－467－4700 50
田無第二 田無町４-５-21　田無小学校敷地内 042－466－0050 50
芝久保 芝久保町１-16-18　芝久保児童館内 042－465－1651 50
上向台 向台町６-７-28　上向台小学校敷地内 042－467－1238 35
上向台第二 向台町６-18-23 042－468－0169 50
（※１）民間事業者に事業運営を委託しています。
（※２）平成27年度から民間事業者に事業運営を委託する予定です。
※定員は予定数です。
※小学校区域に２カ所以上学童クラブが設置されている地域においては、入会児童数の均
衡を保つ必要から、居住地域による割り振りを予定しています。

◦必要書類が不足している場合は、申請・申込の受付完了となりません。必要書類
がそろっているか、よくご確認ください。
□その他の注意点
◦西東京市以外の保育を利用したい場合は、施設（保育園・認定こども園など）があ
る市区町村によって手続き方法・日程が異なります。必ず施設がある市区町村にご
確認ください。
◦西東京市外にお住まいの方は、現在お住まいの市区町村と西東京市保育課へお問
い合わせください。なお、平成27年３月31日までに転入予定がない場合は０～３
歳児クラスの利用申込は受け付けません。

□新制度の支給認定申請・利用申込が必要な施設・事業
　以下の施設が西東京市へ利用申込をする施設となる予定です（11月１日時点。今後追加・変更・取消になることがあります）。
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