４

保育の実施期間

保育の実施期間は、小学校就学始期までの間で必要な期間となります。ただし、以下の場
合は実施期間が異なります（期間が限定されます）。
引き続き継続通園を希望される方は、就労証明書等を提出していただく必要があります。
（１）求 職 中 の 方・・・保育実施開始日から２か月以内
（２）母 親 の 出 産・・・出産予定月及びその前後２か月の５か月以内
（３）就 労 内 定 の 方・・・保育実施開始日から１か月以内

５

保育時間

保育施設は月曜日から土曜日まで（一部、金曜日まで）開所しています（日曜日・祝日・
年末年始はお休みです）
。保育施設の開園時間及び年齢ごとの保育時間は、保育施設により異
なります。詳しくは下表をご覧ください。お子さんの保育時間は、保護者の通勤時間等の事
情を考慮して開園時間の範囲内で決められますので、入園後に施設長にご相談ください。
また、お子さんが無理なく保育施設での生活に入れるようにする慣れ保育があります。詳

しくは 10 ページをご覧ください。
保育園等名

保
7：15〜

８：00〜

育

時

間

17：00〜

17：30〜

17：30

18：15

満 10 か月

満１歳から

満１歳３か月の翌月 1 日

から利用可

利用可

から利用可

8：30〜17：00

市 立 保 育 園

8：00

8：30

（４園共通）

満１歳から

満 10 か月

18：15〜19：15（延長保育）

全園児利用可
利用可

から利用可

18：00〜19：00
7：00〜18：00

※土曜日は 18：00〜18：30

多摩川保育園

（延長保育）
全園児利用可

満 10 か月から利用可

7：30〜8：30

8：30〜17：00

17：00〜18：30

満１歳から利用可

全園児利用可

満１歳から利用可

狛 江 保 育 園
７：15〜18：15

狛江子どもの家
全園児利用可
18：15〜20：15（延長保育）
7：15〜18：15
※土曜日は 18：15〜19：15

虹のひかり保育園
全園児利用可

満１歳の翌月 1 日から利用可
19：15〜
18：15〜
20：15

７：15〜18：15

19：15
※土曜日なし
（延長保育）

ぎんきょう保育園

（延長保育）
全園児

１歳児クラスか

利用可

ら利用可

全園児利用可
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東野川保育園

7：00〜18：00

18：00〜21：00（延長保育）

全園児利用可

満１歳の翌月１日から利用可

7：00〜18：00

18：00〜20：00（延長保育）

全園児利用可

満１歳の翌月１日から利用可

みんなの家

ベネッセ狛江南
保育園

18：15〜20：15
7：15〜18：15

※土曜日は 18：15〜19：15

めぐみの森保育園
（延長保育）
全園児利用可

満１歳の翌月１日から利用可

7：00〜18：00

18：00〜20：00（延長保育）

いずみ保育園

満１歳３か月の
全園児利用可
翌月１日から利用可

グローバルキッズ

7：00〜18：00

18：00〜20：00（延長保育）

狛江園

全園児利用可

満１歳の翌月１日から利用可

アスク岩戸北

7：15〜18：15

18：15〜20：15（延長保育）

保育園

全園児利用可

全園児利用可

7：00〜18：00

18：00〜20：00（延長保育）

狛江ちとせ保育園

満１歳の翌月１日から利用可
全園児利用可
※土曜日なし

駒井町

7：00〜7：30（延長保育）

7：30〜18：30

18：30〜20：30（延長保育）

みんなの家

満１歳の翌月１日から利用可

全園児利用可

満１歳の翌月１日から利用可

いずみの森

７：00〜18：00

18：00〜20：00（延長保育）

保育園

全園児利用可

全園児利用可
18：00〜20：00（延長保育）

7：00〜18：00
※土曜日なし

木下の保育園 元和泉
全園児利用可

1 歳児クラスから利用可
18：00〜20：00（延長保育）

7：00〜18：00
※土曜日なし

木下の保育園 岩戸北
全園児利用可

1 歳児クラスから利用可
18：00〜20：00（延長保育）

パイオニアキッズ

7：00〜18：00
※土曜日なし

西野川園
全園児利用可（短時間利用児（幼稚園部分） ９：00〜14：00）

全園児利用可

8：00〜18：00
さつき家庭保育室
全園児利用可
一の橋

7：30〜18：30

18：30〜20：30（延長保育）

赤ちゃんの家

全園児利用可

満１歳の翌月１日から利用可
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フレンドキッズ

7：00〜8：30

8：30〜17：00

17：00〜18：00

18：00〜19：00（延長保育）

ランドこまえ

満 1 歳から利用可

全園児利用可

満 1 歳から利用可

満１歳から利用可※土曜日なし

狛江すずらん

7：00〜18：00

18：00〜19：00（延長保育）

保育園

全園児利用可

満１歳から利用可

ヤクルト狛江

7：30〜18：30

あいあい保育園

全園児利用可

６

延長保育

通常の開園時間までにお迎えが間に合わない世帯を対象に、1〜３時間の延長保育を実施
している施設があります。延長保育の実施施設と詳細は下記のとおりです。

※延長保育は定員制のため、希望しても利用できない場合がありますのでご了承ください。
（１）申込み手続きについて
延長保育を希望する場合は、入園とは別に各保育施設にて申込みが必要です。
申込みに必要な申請書は、各保育施設にあります。
（２）延長保育料について
延長保育の利用には、通常の利用者負担額とは別に延長保育料がかかります。
延長保育料は幼児教育・保育の無償化の対象外です。別途お支払が必要です。
なお、市区町村民税非課税世帯の場合は免除又は一部免除制度があります。
（３）実施施設の詳細
下の表にある「補食」はおにぎり程度を表していますが、具体的な献立など食事に関
する内容は、直接施設にご確認ください。
市立保育園（４園）
18：15〜19：15（満１歳３か月の翌月 1 日から）
延長保育料は 3,000 円／月、スポット延長保育料は 500 円／日です。
多摩川保育園
18：00〜19：00（満 10 か月から） ※土曜日は 18：00〜18：30
延長保育料は 3,500 円／月、スポット延長保育料は 700 円／日です。
虹のひかり保育園
18：15〜20：15（満１歳の翌月１日から） ※土曜日は 18：15〜19：15
区分

18：15〜19：15（１時間）

18：15〜20：15（２時間）

延長保育料

3,000 円／月（500 円／日）

6,000 円／月（1,000 円／日）

食事代

なし（おやつ程度提供）

100 円／１食（補食）

※閉園時間を過ぎた場合には、遅延時間により 1,000 円〜2,500 円がかかります。
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ぎんきょう保育園
18：15〜20：15（０歳児クラスは 19：15 まで）※土曜日は全クラス 19：15 まで
区分

18：15〜19：15（１時間）

18：15〜20：15（２時間）

延長保育料

2,000 円／月（300 円／日）

4,000 円／月（600 円／日）

食事代

1,500 円／月（200 円／日）
（補食） 6,000 円／月（650 円／日）
（夕食）

東野川保育園みんなの家
18：00〜21：00（満１歳の翌月１日から利用可）

区分

18：00〜19：00（１時間） 18：00〜20：00（２時間）

18：00〜21：00（３時間）

延長保育料 2,500 円／月（500 円／日） 4,500 円／月（1,000 円／日） 6,000 円／月（1,500 円／日）

食事代

3,000 円／月（150 円／日）（補食）

なし

6,000 円／月（300 円／日）（夕食）

ベネッセ狛江南保育園
18：00〜20：00（満１歳の翌月１日から）
区分

18：00〜19：00（１時間）

18：00〜20：00（２時間）

延長保育料

3,500 円／月（350 円／日）

7,000 円／月（700 円／日）

食事代

なし（補食提供）

200 円／１食（夕食）

めぐみの森保育園
18：15〜20：15（満１歳の翌月１日から） ※土曜日は 18：15〜19：15
区分

18：15〜19：15（１時間）

18：15〜20：15（２時間）

延長保育料

3,000 円／月（500 円／日）

6,000 円／月（1,000 円／日）

食事代

なし（おやつ程度提供）

100 円／１食（補食）

※閉園時間を過ぎた場合には、遅延時間により 1,000 円〜2,500 円がかかります。

いずみ保育園
18：00〜20：00（満１歳３か月の翌月１日から）
区分

18：00〜19：00（1 時間）

18：00〜20：00（2 時間）

延長保育料

3,000 円／月（500 円／日）

6,000 円／月（1,000 円／日）

食事代

なし（おやつ程度提供）

100 円／１食（補食）

※閉園時間を過ぎた場合には、30 分毎に一人 1,000 円がかかります。
グローバルキッズ狛江園
18：00〜20：00（満１歳の翌月１日から）
区分

18：00〜19：00（１時間）

18：00〜20：00（２時間）

延長保育料 2,500 円／月
（10 分あたり１00 円） 5,000 円／月（10 分あたり１00 円）
食事代

4,000 円／月（300 円／日）（補食）
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アスク岩戸北保育園
18：15〜20：15（全年齢）
区分

18：15〜19：15（１時間）

18：15〜20：15（２時間）

延長保育料

3,500 円／月（350 円／日）

6,000 円／月（600 円／日）

食事代

なし（補食提供）

400 円／１食（夕食）

狛江ちとせ保育園
18：00〜20：00（満１歳の翌月１日から）

※土曜日は延長保育を行いません。

区分

18：00〜19：00（１時間）

18：00〜20：00（２時間）

延長保育料

3,０00 円/月（６００円/日）

６,000 円/月（1,200 円/日）

食事代

なし（補食提供）

220 円／日（夕食）

駒井町みんなの家
7：00〜7：30／18：30〜20：30（満１歳の翌月１日から）
区分

7：00〜7：30

18：30〜19：30

18：30〜20：30

（30 分）

（１時間）

（２時間）

2,500 円／月

4,500 円／月

（500 円／日）

（1,000 円／日）

延長保育料

500 円／日

3,000 円／月

食事代

なし

（150 円／日）（補食）

なし

6,000 円／月
（300 円／日）（夕食）

いずみの森保育園
18：00〜20：00（全年齢）
区分
延長保育料
食事代
木下の保育園

18：00〜18：30

18：00〜19：00

18：00〜19：30

18：00〜20：00

（30 分）

（60 分）

（90 分）

（120 分）

2,000 円／月

4,000 円／月

6,000 円／月

8,,000 円／月

（250 円／日）

（500 円／日）

（750 円／日）

（1,000 円／日）

なし（おやつ程度提供）

3,000 円／月（夕食）

元和泉

18：00〜20：00（1 歳児クラスから）※土曜日は延長保育を行いません。
区分

18：00〜19：00（１時間）

18：00〜20：00（２時間）

延長保育料 【月極利用】15 分あたり 625 円／月額
【スポット利用】10 分あたり１00 円
食事代

なし（おやつ程度提供）
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4,000 円／月（300 円／日）
（夕食）

木下の保育園

岩戸北

18：00〜20：00（1 歳児クラスから）※土曜日は延長保育を行いません。
区分

18：00〜19：00（１時間）

18：00〜20：00（２時間）

延長保育料 【月極利用】15 分あたり 625 円／月額
【スポット利用】10 分あたり１00 円
食事代

なし（おやつ程度提供）

4,000 円／月（300 円／日）
（夕食）

パイオニアキッズ西野川園
18：00〜20：00（全年齢）

※土曜日は延長保育を行いません。

区分

18：00〜19：00（１時間）

18：00〜20：00（２時間）

延長保育料

3,500 円／月（700 円／日）

10,000 円／月（2,000 円／日）

食事代

なし（補食提供）

なし（夕食提供）

※閉園時間を過ぎた場合には、遅延時間により 10 分ごとに 300 円がかかります。

一の橋赤ちゃんの家
18：30〜20：30（満１歳の翌月１日から）

区分

18：30〜19：30（１時間）

18：30〜20：30（２時間）

延長保育料

2,500 円／月（500 円／日）

4,500 円／月（1,000 円／日）

食事代

3,000 円／月（150 円／日）
（補食）

なし

6,000 円／月（300 円／日）
（夕食）

フレンドキッズランドこまえ
18：00〜19：00（満１歳から利用可）

※土曜日は延長保育を行いません。

延長保育料は 3,600 円／月、スポット延長保育料は 600 円／日です。
狛江すずらん保育園
18：00〜19：00（満１歳から利用可）
延長保育料は（上限）3,600 円／月、スポット延長保育料は 600 円／日です。
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