
１．申込みの前に 

（１）入園までの流れ（概要）
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○P.８「教育・保育施設の選び方のポイント」を参考に、お子さんやご家庭に適した

園を選んでください。園選びや申込みに必要な書類など、入園についてのご相談

は、市窓口や電話で随時行っております。 

○希望の保育園等を決めるために、入園申込みの前に必ず見学をしてください。見

学の際は事前に保育園等に連絡をしてください。

○保育を必要とする状況が分かる書類（P.19～P.22参照）などの必要書類を揃えて申

込みをしてください。

提出書類や記入方法など不明な点がある場合、必ず事前に保育・幼稚園課へ相談し

てください。記入漏れや書類に不備等がある場合、入所選考上適正な審査ができな

くなります。

郵送受付 2022年10月１日（土）～ 2022年10月14日（金）必着（P.17参照） 

※４月入園一次募集申込みに限り、郵送での提出を受け付けます。

※４月入園一次申込み専用封筒に申請書類等を封入して、上記期間内に

送付してください。

窓口受付 2022年10月18日（火）～ 2022年11月５日（土） 

（受付時間 9：00～11：00、13：00～15：30） 

※受付は指定の会場で行います。詳しくは別紙の受付日程表をご確認ください。

※認定こども園を第１希望とする２号児（３歳～５歳児クラス）の入園申込み

は、10月１日から第１希望の各認定こども園で受け付けます。

※４月入園二次募集の締切日は2023年２月３日（金）、５月入園以降の申込み

締切日は入園希望月の前月15日（土日、祝日の場合は前開庁日）です。

○町田市保育所等入所選考基準（P.54～P.57参照）に基づき申込みのお子さん

のなかで指数の高い順に選考し、利用可能な保育園等を決定します。

○結果（内定・保留）通知書をお送りします。（P.23参照）

○入園が内定した保育園等で、入園月の前月までに面談や健康診断などを受けてく

ださい。

○お子さんが少しずつ保育園に慣れることと、お子さんの事故防止の観点から、各

園では保育時間を短縮した慣らし保育を行う場合があります。お子さんの健康・

事故防止のために行うものですが、ご家庭の状況により対応が難しい場合は各保

育園等にご相談ください。

○市から保育料の決定通知書を発送します。

（例：４月入園の場合は４月中旬に発送） 

市
で
選
考

：保護者が行うもの 

：市が行うもの 
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（２）町田市内の教育・保育施設の種類

施設種類 
私学助成 

子ども・子育て支援新制度 

施設型給付 

幼稚園 幼稚園 認定こども園 認定こども園 

施設の特長 

満３歳以上の未就学のお子さんが教育を受け

る施設。 

預かり時間は基本的に４時間程度だが、多くの

園で早朝から夕方までの預かり保育を実施し

ている。 

保護者が仕事や病気等の理由のために、家

庭で保育することが困難なお子さんを保育

する施設。幼稚園と保育園の機能や特長を

あわせもつ。３歳児以上のお子さんは幼児

教育と保育をあわせて受けることができる。 

入園できる年齢 ３～５歳児※１ ０～５歳児 

開園日 月曜日～金曜日 月曜日～土曜日 

年齢別に求められる

職員の数 

（この他、必要に応じて配

置される職員がいます） 

１学級あたり

専任教諭１人

（１学級の幼

児数は35人

以下が原則） 

３歳児：20人に１人（施設によ

っては15人に１人）、 

４～５歳児：30人に１人 

幼保連携型 

０歳児：３人に１人 

１歳児：５人に１人※2 

２歳児：６人に１人 

３ 歳 児 ： 20人 に１ 人

（施設によっては15人

に１人）、 

４～５歳児：30人に 

１人 

幼稚園型 

２歳児：６人に１人 

３歳児：20人に１人 

（施設によっては15

人に１人）、 

４～５歳児：30人に

１人 

保育に携わる職員の

免許・資格 

（特例的に認められる場

合もあります） 

幼稚園教諭 

（一種・二種・専修） 

幼保連携型 １～５歳児：保育教諭 ※3 

幼稚園型 ２歳児：保育士 ３～５歳児：保育教諭 ※3（両免

許・資格の併有が望ましいが、いずれかでも可） 

食事の提供 各施設による 給食※5 

施 設 利

用料 

金額 

（月額） 
詳細は「４．保育料と給食費について（P.29～33）をご覧ください。 

納付先 各施設 各施設 

申込先 各施設 
１～２歳児：市 

３～５歳児：各施設 

※1 プレ保育や預かり保育を利用して、１・２歳児からも利用できる園があります。
※2 市独自に配置している人数です。
※3 幼稚園教諭＋保育士資格
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子ども・子育て支援新制度 
認可外保育施設（一部） 

施設型給付 地域型保育給付 

認可保育園 小規模保育園 家庭的保育者（保育ママ） 企業主導型保育 認証保育所 

保護者が仕事や病気

等の理由のために、

家庭で保育すること

が困難なお子さんを

集 団 で 保 育 す る 施

設。 

保護者が仕事や病気

等の理由のために、家

庭で保育することが困

難な０歳～２歳児のお

子さんを最大１９人まで

保育する施設。 

保護者が仕事や病気

等の理由のために、家

庭で保育することが困

難なお子さんを家庭的

保育者の自宅などで保

育する施設。 

０歳～２歳児までのお

子さんを、少人数で家

庭的な雰囲気のもとで

保育を行う。 

企業で働く従業員

に、働き方に応じ

た保育サービスを

提供する施設。国

が定める設置基

準 を 満 た し て い

る。施設によって

は従業員以外の

利用枠がある。 

東京都が定める設

置運営基準を満た

し、東京都の認証を

受けた保育施設。 

０～５歳児 ０～２歳児 ０～２歳児 各施設による 

月曜日～土曜日 月曜日～土曜日 月曜日～金曜日 各施設による 

０歳児：３人に１人 

１歳児：５人に１人※2 

２歳児：６人に１人 

３歳児：20人に１人、 

（施設によっては15人

に１人） 

４～５歳児：30人に 

１人 

０歳児：３人に１人 

１歳児：５人に１人※2 

２歳児：６人に１人 

０～２歳児：３人に１人 

（補助者を置く場合 

は５人に２人） 

０歳児：３人に１人 

１～２歳児：６人に

１人 

３歳児：20人に 

１人 

４～５歳児：30人

に１人 

０歳児：３人に１人 

１～２歳児：６人に１

人 

３歳児：20人に１人 

４～５歳児：30人に

１人 

保育士 保育士 

家庭的保育者 ※4 

（ ＋家 庭的 保育 補助

者） 

保育従事者の1/2

以上が保育士 

（保育士以外には

研修実施） 

保育従事者の６割

以上が常勤の保育

士 

給食※5 各施設による 

詳細は「４．保育料と給食費について（P.29～33）をご覧ください。 各施設による 

市 各施設 各施設 各施設 

市 各施設 

※4 特定の研修を修了する等の要件を満たす必要があります。
※5 アレルギー等の特別食については要相談。

保育・幼稚園課で申込みができる施設

です。 

認可保育施設一覧はP.58～64を参照

してください。 
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（３）教育・保育施設の選び方のポイント 

まずは情報収集を 

・情報収集の時点で、実際に教育・保育施設等を見学してみないと分からないことも多々あるので、見学は必ず

行いましょう。 

・申込先として選ぶ教育・保育施設等の条件について、優先順位をつけることからはじめましょう。 

・教育・保育施設等の情報の収集や相談をしましょう。 

① LINE教育・保育施設検索サービス 

「自宅から何km以内」「0歳クラスがある」などの条件を指定し、 

条件に合った施設を簡単に検索できるサービスです。 

使い方は右のQRコードからご覧ください。 

② 「町田市の教育・保育施設情報（町田市保育コンシェルジュブック）」  

右のＱＲコードを読み取ると  

「町田市の教育・保育施設情報（町田市保育コンシェルジュブック）」のページが開きます。 

ご希望の保育園等をお選びください。園ごとの詳細情報をご覧いただくことができます。 

 

事前に見学を   

・入園決定後または入園後に「時間が合わない」「雰囲気が違う」というようなことがないよう、決める前に必ず施 

設を見学しましょう。 

・各施設に連絡をして、見学日程を調整しましょう。 

・必ず希望する教育・保育施設等の受け入れ年齢、開園時間、延長保育時間、延長保育料金、持ち物、行事等

を確認しましょう。 

 

複数の園を見学しましょう 

・１つの園だけでなく、可能な限り多くの園を見学してみましょう。比較することによって各ご家庭に適した園を見 

つけることができます。 

 

見た目だけで決めないで 

・キャッチフレーズ、建物の外観がきれい、園庭の遊具が楽しそうなど、見た目だけで決めるのはおすすめでき 

ません。保育の様子や保育方針なども確認してみましょう。 

 

保育の様子を見て 

・各園の可能な範囲で、子どもたちの保育室での様子を見学させてもらいましょう。 

 （※園によっては乳児室に入れない場合があります。） 

・子どもたちは笑顔で楽しそうに遊んでいますか。表情がいきいきとしているか見てみましょう。 

・先生たちの子どもへの言葉のかけ方や接し方は穏やかですか。笑顔で子どもたちに接しているか見てみましょう。 

 

施設の様子を見て 

・子どもたちの年齢に合ったおもちゃが置いてありますか。また外遊びをしているか聞いてみましょう。 

・園庭の無い園は、天気の良い日はどのように過ごしているか聞いてみましょう。 

・陽当たりや風通しがよいか、また掃除が行き届いて清潔か見てみましょう。 

 

保育の方針を聞いて 

・園長や保育する人から、保育方針や保育内容について聞いてみましょう。 

園の子どもたちに対する思いに共感できましたか。 

・どんな給食が出されているか聞いてみましょう。 

・子どもが病気や怪我をしたときはどのように連絡が来るか、連絡帳などでの家庭との連絡や参観の機会など

があるか、聞いてみましょう。 
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（４）送迎保育ステーション

※利用者負担額（保育料）の他に別途利用料金がかかります

朝と夕方、児童が日中在籍する保育園等に登園するまでの間と、降園してから保護者が迎えに来るまでの間、

その児童を一時的に預かる保育施設です。 

送迎バスで、送迎保育ステーションと日中在籍する保育園等の送迎をします。 

①場所
つながり送迎保育園・もりの

森野1-8-20 第6SKビル１階 TEL：042-850-8596

②利用時間
月曜日から土曜日まで

日曜日・祝日・年末年始（12月29日から１月３日）は利用できません。

③対象児童
送迎対象施設に入所するクラス年齢１～５歳児（２・３号認定こども）

④利用料金

・月額 2,000円（延長保育を利用する場合は別途費用がかかります）

・延長保育 150円／30分 上限 6,000円／月

⑤１日のタイムスケジュール
7:00 8:00 9:00 16:00 17:00 18:00 20:00 

ステーションで

預かり

送

迎 

日中は、それぞれの 

在籍園で過ごします 

送

迎 

ステーションで

預かり
延長保育 

⑥送迎先

施 設 名 所 在 地 連 絡 先 

保
育
園

ひかりの子保育園 木曽西1-34-1 042-793-6836

なごみ第二保育園 原町田3-19-6 042-739-3753

本町田わかくさ保育園 本町田29-8 042-723-2789

草笛保育園 藤の台1-1-56 042-725-2652

もりの聖愛保育園 森野4-8-10 042-722-0352

開進こども保育園 本町田3350-38 042-725-7851

カナリヤ保育園 山崎町2130 042-794-6590

たかね保育園 山崎町2160-4 042-791-2705

認
定
こ
ど
も
園

町田自然幼稚園 忠生2-7-5 042-791-0015

カナリヤこども園 山崎町2088-1 042-791-2290

開進幼稚園 藤の台1-2-1 042-725-7851

正和幼稚園 山崎町2261-1 042-791-2746

⑦申込方法
利用を希望される方は、「送迎保育ステーション利用申込書」に必要事項を記入し、申込みをしてください。

定員は32名です。定員を超えて申込みがあった場合は選考となりますので、ご利用いただけない場合があり

ます。 

問い合わせ先：保育・幼稚園課支援係 042-724-2137 
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（５）相談窓口 

地域の相談窓口『地域の情報や子育てに関すること』 

地域の育児相談や様々な子育ての悩み事相談、また、子育てサークル活動などの相談にも応じます。 

相談場所 電話 所在地 相談日時 

忠生地域子育て相談センター 042-789-7545 
山崎1-2-14 

（山崎保育園内） 
8:30～17:00 

※土曜日は園庭開放のみ  

（土日祝日、 

12/29～１/３を除く） 南地域子育て相談センター 042-710-2752 
金森東1-12-16 

（金森保育園内） 

堺地域子育て相談センター 042-770-7446 
相原町2025-2 

（子どもセンターぱお内） 

10:00～18:00 

（火曜日、祝日の翌日、

12/28～１/４を除く） 

鶴川地域子育て相談センター 042-734-3699 
大蔵町1913 

（子どもセンターつるっこ内） 

町田地域子育て相談センター 042-710-2747 
中町1-31-22 

（子どもセンターまあち内） 

・電話相談も受付けています 

・地域子育て相談センターでは、保育所等の入園の申込みはできません。 
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