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１－１－１ 幼児施策調整

保護者のライフスタイルの変化や就労形態の多様化に対応した環境を整え、就学前の全ての子どもに適切

な幼児教育と保育が提供されるよう進めている。

１－２－１ 区立保育園

児童福祉法第 24条に基づき、保護者が就労等で保育を必要とする場合に、一定の時間、保護者に代わり保

育を行う児童福祉施設。区立保育園は直営園 10園(巻末資料７子ども関連施設○区立保育園一覧 参照)

１ 保育園の入園対象

当該児童の保護者が次のいずれかに該当する場合で、同居の親族その他が当該児童を保育することがで

きないと認められる場合

（１）就労している場合

（２）出産の前後の場合

（３）病気や障害がある場合

（４）親族の方を常時介護・看護している場合

（５）災害の復旧にあたっている場合

（６）求職中の場合（起業準備中も含む）

（７）就学の場合（趣味の講座、通信教育、カルチャーセンター等は除く）

（８）上記以外で特に保育が必要と認められる場合

２ 入園対象児別実施園数

（１）産休明け園(生後 57日以上) ６園

（２）６か月以上園 １園

（３）８か月以上園 １園

（４）１歳以上園 ２園

３ 基本保育時間（令和４年４月 1日現在）

年齢に関係なく、７時 15分～18時 15分の範囲内で基本の保育を実施

４ 延長保育

保護者の労働時間、その他家庭の状況等を考慮し、真にやむを得ないと認められる場合は、通常の保育

時間から延長して保育を実施（１時間）

５ 保育料

（１）基本保育料 ０円～74,700円

入園する児童の年齢及びその世帯の住民税所得割額により決定

（２）延長保育料

①延長１時間 ０円～7,400円

②１日単位の利用 500円（Ａ・Ｂ階層は０円）/日

１－２ 区立保育園

１－１ 幼児施策調整
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６ その他

（１）子育て教室

（２）乳幼児ふれあい体験

（３）子育てサービス事業（子育て支援課）の実施

①一時保育の受け入れ ②年末保育

根拠法規 児童福祉法、中野区児童福祉法施行規則、中野区保育所条例、中野区保育所条例施行規則

中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例
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１－３－１ 教育・保育施設給付

区内の私立保育園及び区外の公私立保育園に入所した児童（委託児童）にかかる保育に必要な経費を、当

該保育所に対し支払うことで、処遇の向上を図るとともに、待機児童の解消及び就労と子育ての両立を支援

している。

(単位：人)

１－３ 私立施設給付
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子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園・認定こども園に対し、施設型給付費を支給する。

事業開始 平成 27年度

根拠法規 子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援法施行規則

中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例

中野区保育所事業扶助要綱

中野区認定こども園の保育所機能事業扶助要綱
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１－３－２ 地域型保育事業給付

保育士等の資格を持つ者、又は保育に必要な一定の研修を修了した者が児童を自宅等で預かる事業で、区

が認可した事業者が運営。対象児童は生後 57日から２歳児までの健康な児童で、入所要件としては、保護者

の就労等で保育を必要とする等の条件がある。利用するにあたっては、区に保育の必要性の認定申請をし、

区での利用調整後保護者は各事業者と直接契約を行う。自宅等における家庭的雰囲気を特色とした保育を行

うことで、待機児童の解消を図るとともに、就労と子育ての両立を支援している。

１ 家庭的保育事業者資格

（１）区長が行う研修等を修了した保育士

（２）保健師・助産師・看護師・幼稚園教諭のいずれかの資格を持ち、乳幼児の保育について３年以上

の実務経験を有し、かつ、区長が行う研修等を修了した者

２ 施設基準 児童 1人あたり 3.3㎡以上の専用室を有する

３ 対象児童 生後 57日以上、３歳未満

４ 児童定員 家庭的保育者 1人につき児童３人まで（保育室が２階の場合は２人まで）

ただし、家庭的保育者が補助者１人を雇用し１階で保育する場合は５人まで可

５ 保育時間 ７時 15分～18時 15分 ※延長を行っている事業者もあり

６ 保護者負担 世帯の住民税所得割額を基に中野区が定めた保育料

令和３年度家庭的保育事業利用実績は、「巻末資料７子ども関連施設○保育所入所率」参照

※令和２年５月 31日をもって１事業所が閉園

保育士、又は保育に必要な一定の研修を修了した保育従事者を配置し、小規模な環境で保育を行う。区が

認可した事業でＡ型、Ｂ型、Ｃ型の３類型がある。対象児童は生後 57日から２歳児までの健康な児童で、入

所要件としては、保護者の就労等で保育を必要とする等の条件がある。利用するにあたっては、区に保育の

必要性の認定申請をし、区での利用調整後保護者は各事業者と直接契約を行う。小規模な環境を特色とした

保育を行うことで、待機児童の解消を図るとともに、就労と子育ての両立を支援している。

１ 対象児童 生後 57日以上、３歳未満

２ 児童定員 ６人から 19人まで

３ 類型

（１）Ａ型 保育にあたる者が全員保育士

（２）Ｂ型 保育にあたる者のうち１／２以上が保育士、残りが区長が行う研修等を修了した者

（３）Ｃ型 家庭的保育者

４ 施設基準

（１）Ａ型、Ｂ型 ０歳及び１歳児 3.3㎡/人、２歳児 1.98㎡/人

（２）Ｃ型 3.3㎡/人

５ 保育士等配置基準

（１）Ａ型、Ｂ型 ０歳児３人に１人、１・２歳児６人に１人（左記に加えて１人）
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（２）Ｃ型 ０～２歳児３人に対し１人

６ 保育時間 11時間開所。開所時刻は事業者により異なる。延長保育は１時間（実施していない施設あり）

７ 保護者負担 世帯の住民税所得割額を基に中野区が定めた保育料

令和３年度小規模保育事業利用実績は、「巻末資料７子ども関連施設○保育所入所率」参照

○事業所内保育事業

事業者が雇用する従業員の子、及び地域の児童の保育を実施する区が認可した事業で、小規模事業所内保

育事業と保育所型事業所内保育事業の２類型がある。対象児童は生後 57日から２歳児までの健康な児童で、

入所要件としては、保護者の就労等で保育を必要とするなどの条件がある。利用するにあたっては、区に保

育の必要性の認定申請を行う。地域の児童については、区での利用調整を経て保護者が各事業者と直接契約

を行う。地域の子どもの受け入れを行うことで待機児童の解消を図るとともに、当該事業所で働く親の就労

と子育ての両立を支援している。なお､区内の事業所は令和２年３月 31日付けで閉園している。

１ 対象児童 生後 57日以上、３歳未満

２ 児童定員 ６人から 19人まで

３ 種類

（１）小規模事業所内保育事業

①小規模保育事業Ａ型に準ずる場合 全員保育士

②小規模保育事業Ｂ型に準ずる場合 １／２以上が保育士、残りは区長が行う研修等を修了した者

（２）保育所型事業所内保育事業 全員保育士

４ 施設基準 ０・１歳児 3.3㎡/人、２歳児 1.98㎡/人以上

５ 保育士等配置基準

（１）小規模事業所内保育事業 ０歳児３人に１人、１・２歳児６人に１人（左記に加えて１人）

（２）保育所型事業所内保育事業 ０歳児３人に１人、１・２歳児６人に１人（ただし２人を下回ることは

できない）

６ 保育時間 11時間開所。開所時刻は事業所により異なる。※延長保育を実施する事業所なし

７ 保護者負担 世帯の住民税所得割額を基に中野区が定めた保育料

（従業員の子については左記を上限として事業者と保護者で協議の上決定する）

障害や疾病等により医療的ケアが必要で、集団保育が著しく困難な児童に対し、自宅に保育者を派遣し１

対１で保育を行う事業。主な対象児童は、中重度の肢体不自由児、知的障害児、重症心身障害児で、医療的

ケア（たんの吸引・経管栄養・経鼻栄養・胃ろう・腸ろう等）を必要とし、概ね障害の程度が身体障害者手

帳の１・２級又は東京都愛の手帳の１・２度に該当する１・２歳児の児童。

１ 対象児童 前述の内容に該当する１・２歳児（０歳及び３～５歳は要相談）

２ 児童定員 設定なし
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３ 保育時間 月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く）午前８時～午後６時までの最長８時間

※延長保育の実施なし

４ 保護者負担 世帯の住民税所得割額を基に中野区が定めた保育料

事業開始 家庭的保育事業：平成 27年度

小規模保育事業：平成 27年度

事業所内保育事業：平成 28年度

居宅訪問型保育事業：平成 29年度

根拠法規 児童福祉法、子ども・子育て支援法、同法施行規則

中野区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例

中野区特定地域型保育事業扶助要綱

１－３－３ 認証保育所給付

保護者の多様な就労形態に応じた保育需要に対応するため、東京都の認証保育所制度に基づいて認証され

た保育施設に対し、運営費の補助を行っている。認証保育所は、13時間以上保育や０歳児保育などの義務付

けのほか、施設・設備、児童１人あたりの面積、職員数など、認可保育所に準じた基準が適用されている。

また、区内在住児が区外（都内）の認証保育所を利用する場合は、当該施設に対しても運営費の補助を行っ

ている。

（単位：園）
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（単位：人）

事業開始 平成 13年 10月１日

根拠法規 東京都認証保育所事業実施要綱、東京都認証保育所事業実施細目

東京都認証保育所事業運営費等補助要綱、中野区認証保育所扶助要綱

１－３－４ 保育施設等設置者補助

保育士等が保育の専門性を高めながら、やりがいを持って働くことができるよう、保育士等のキャリアア

ップに向けた取組。施設・事業者に対し、賃金改善に要する費用の一部を補助することで、保育の質の向上

を図る。私立認可保育所（設置主体が社会福祉法人の場合を除く）・認定こども園・地域型保育事業・認証保

育所を対象とする。

令和３年度補助実績：84園

区民の多様なニーズや子育て支援などの取組を行う施設・事業者に対し、その取組に要する費用の一部を

補助することにより保育サービスの質の向上を図る。私立認可保育所（設置主体が社会福祉法人の場合を除

く）・認定こども園・地域型保育事業を対象とする。

令和３年度補助実績： 76園

中野区内に所在する認証保育所に対し、区民の多様なニーズや子育て支援などの取組に要する費用の一部
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を補助することにより保育サービスの質の向上を図る。

令和３年度補助実績：10園

私立認可保育所及び小規模保育事業等における児童の安全確保及び施設の安全管理の徹底を図るため、非

常通報装置（学校 110番）未設置の施設・事業所を対象とし、非常通報装置（学校 110番）を設置した場合

に 30万円を上限として補助する。

令和３年度補助実績：３園

保育所等（私立認可保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業、事業所内保育事業、認証保育所）

におけるＩＣＴ化を推進することで、保育士の業務負担の軽減を図るとともに、保護者にとって必要な情報

等を把握しやすくすることにより、もって児童の福祉の向上に資することを目的として、保育業務支援シス

テムの導入などの補助対象経費について補助する。

令和３年度補助実績：５園

保育所、認定こども園、地域型保育事業及び認証保育所に勤務する常勤保育士等が、保育運営事業者が賃

貸借する住宅に入居する場合に、住宅の借り上げを行う保育運営事業者に対し補助する。

交付実績 （単位：人）

保育所等において、睡眠中の児童の安全対策としてベビーセンサー等の設備・機器を導入する際に必要な

費用の一部を補助することにより、保育士等の保育従事職員が行う睡眠チェックを補完し、安全かつ安心な

保育環境の整備を行う。

令和３年度補助実績：１園

事業開始 保育士等キャリアアップ補助金：平成 27年度

保育サービス推進事業補助金：平成 27年度

保育力強化事業補助金：平成 27年度
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学校 110番整備事業補助金：平成 21年度

保育所等におけるＩＣＴ化推進事業費補助金：平成 29年度

保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金：平成 28年度

保育所等における安全対策強化事業補助金：令和元年度

根拠法規 中野区補助金交付規則

保育士等キャリアアップ補助金交付要綱、中野区保育士等キャリアアップ扶助要綱

保育サービス推進事業実施要綱、中野区保育サービス推進事業扶助要綱

保育力強化事業実施要綱、中野区保育力強化事業扶助要綱

子供家庭支援区市町村包括補助事業実施要綱

保育所等におけるＩＣＴ化推進事業費補助金交付要綱

中野区保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱

保育所等における児童の安全対策強化事業補助金交付要綱
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１－４－１ 保育施設指導

０歳から就学前までの子どもに関わる中野区の教育・保育の質の向上に向け、各施設（認可・認証保育所、

小規模保育事業、家庭的保育事業）の教育・保育内容全般、保健衛生、食育、給食衛生管理、食物アレルギ

ー対応、危機管理等、それぞれ専門部分についての指導や研修、課題検討、種々の調整まとめを行う。また、

虐待などの要保護児童や特別な支援が必要な児童等について把握し、各関係機関との連携を行い、よりよい

支援につなげる。更に、新規開設を含め全ての教育・保育施設等について、一定の水準が保たれるよう、保

育内容等の基準の作成や指導を行う。

保育施設での事故を防止するため、認可保育所(区立・私立)、認定こども園、地域型保育事業等への巡回

指導を行う。

令和元年度に策定した保育の質ガイドラインの活用を含めた保育士等の研修を実施する。

中野区・杉並区がハローワーク新宿と共催で、より広域に周知できる利点を生かし、主に区内外の保育士

養成校の学生を対象に、区内保育事業者との面談場を設定する。

令和３年度実績

第１回 令和３年 ９月 ５日（日） 会場：中野区産業振興センター 参加者：43名

第２回 令和３年 11月 14日（日） 会場：中野区産業振興センター 参加者：44名

各保育所の子どもや保護者の多様化、複雑化する様々な課題について、区内の基幹保育所の保育ソーシャ

ルワーカーが各保育所を訪問又は電話等で専門的な見地から助言を行い、各保育所の運営を支援する。

１－４－２ 障害児支援

特別な支援を必要とする子どもが在籍する保育施設に対しての巡回相談や、区独自の基準で行う判定会に

よる保育士の加配を行うことで、配慮の必要な子どもの受け入れ体制の支援を行っている。また、支援を必

要とする児童に必要な経費の一部補助を行う。更に、医療的ケアが必要な子どもに安心、安全な保育環境を

整え、受け入れを推進する。

医療的ケアが必要な子どもへの支援策として、区立保育園３園で受け入れている。保育の必要性があり、

保育園での集団保育が可能で日々登園できる等の要件を満たす児童を対象とする。入所にあたっては保護者

から区へ保育園入所の申込み後、区が区職員（管理職及び看護師等）や中野区医師会の医師で構成する医療

的ケア審査会を開催し、医療的ケアの内容等について審査を行う。

１ 対象児童 １歳児以上（満１歳を迎えた日からその年度の３月 31日までは対象外）

２ 受入施設 区立沼袋保育園、区立白鷺保育園、区立本町保育園

１－４ 運営支援



－139－

３ 受入人数 各園１名

４ 保育時間 ８時 30分から 17時

５ 職員配置 既に配置されている看護師のほか、各実施園に専任の看護師を配置し、２人体制とする。

看護師は受け入れに必要な実技習得のため、外部研修並びに実践研修を受講している。

６ 対応可能な医療的ケア 喀痰吸引等、経管栄養（胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養）、定時の導尿

事業開始 令和２年度

根拠法規 中野区医療的ケア事業実施要綱
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１－５－１ 私立幼稚園支援・補助

認可された私立幼稚園、認定こども園及び幼稚園類似施設に在籍する幼児の保護者に対し、費用負担軽減を

図ることにより幼児教育の振興・充実に資することを目的として、入園料と保育料の補助を行っている。

１ 補助対象

中野区在住で、幼児（中野区内に住所を有し、私立幼稚園等に在籍する者で、満３歳から小学校就学の始

期に達するまでの者）と同一の世帯に属し、私立幼稚園等に保育料等の納入義務を負う者。なお、保護者補

助金・入園料補助金は子ども・子育て支援新制度に移行していない園に在園する園児の保護者が、特定負担

額補助金は子ども・子育て支援新制度に移行済みの園に在園する園児の保護者が対象。

令和元年 10 月開始の幼児教育無償化により、保護者が支払った保育料に対して施設等利用費が給付され

る。対象者は中野区で施設等利用給付認定を受けている園児の保護者。

２ 補助金額

（１）保護者補助金（所得制限なし） 保育料の納付各月につき、幼児一人月額 12,000円

（２）施設等利用費（所得制限なし） 保育料の納付各月につき、幼児一人月額 25,700円

（３）入園料補助金（所得制限なし） 幼児一人につき 45,000円（同一幼児に対し１回限り）

（４）（入園時の）特定負担額補助金（所得制限なし） 幼児一人につき 45,000円（同一幼児に対し１回限り）

（５）副食費の実費徴収に係る補足給付補助金（所得制限あり） 幼児一人月額 4,500円

（単位：人）

（単位：人）

１－５ 幼稚園・認可外保育
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※世帯の住民税所得割額が 77,101円未満又は世帯の小学校３年生以下の児童で第３子にあたる園児が対象

事業開始 昭和 42年（特定負担額補助金は平成 27年、施設等利用費及び副食費補助金は令和元年）

根拠法規 子ども子育て支援法、同施行規則、中野区子ども・子育て支援法施行細則

中野区補助金等交付規則、中野区私立幼稚園等に在籍する幼児の保護者に対する補助金交付要綱

中野区副食費の実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱

区内の私立幼稚園等が、幼児教育の振興充実のために必要とする経費の一部を補助する。

補助対象 区内の私立幼稚園・幼稚園類似施設・幼保連携型及び幼稚園型認定こども園の設置者

補助金額 ①行事・災害共済掛金・尿検査に対する補助

＠2,500円×園児数（１園あたり限度額 ５月１日現在の園則定員数と在園児童数の少ない方）

②研修 ＠200,000円（１園あたり限度額）

③就職祝い金（私立幼稚園等の新規就職者が対象）

＠100,000円×２人（１園あたり限度額）

事業開始 平成６年

根拠法規 中野区補助金等交付規則、中野区私立幼稚園等教育環境整備補助金交付要綱

障害等により支援が必要な幼児の幼稚園等での受け入れの推進を目的として、支援のための職員配置、受

け入れのための施設改修等に対して助成を行う。

補助対象 中野区民である対象園児が通園する区内及び近隣私立幼稚園・認定こども園の設置者

補助内容 ①対象園児の支援のための補助 対象園児一人あたり月額 96,000円～289,000円

②施設改修経費に対する補助 1,029,000円（１園につき一度限り）

事業開始 平成 27年

根拠法規 中野区補助金等交付規則、中野区特別支援教育補助金交付要綱

区内の私立幼稚園に在籍する園児を対象に、中野区私立幼稚園連合会が実施する観劇事業「楽しい園児の集

い」に要する経費を補助する。

補助対象 中野区私立幼稚園連合会

補助金額 施設使用料、出演料、上演料、運搬料及び印刷料等の総額

※ただし、予算の範囲内とする
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事業開始 平成 10年

根拠法規 中野区補助金等交付規則、中野区私立幼稚園連合会観劇事業補助金交付要綱

中野区幼稚園教育研究会における教育水準のより一層の向上を図ることを目的として、研究活動等に要する

経費を補助する。

事業開始 昭和 56年

根拠法規 中野区補助金交付規則、中野区教育研究事業補助金交付要綱

学校教育法及び特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例に基づく私立幼稚園の設置、廃止及び

設置者変更等の認可、園長及び幼稚園の名称、位置又は学則に関する変更の届出受理等の事務を行っている。

令和４年５月１日現在、中野区内に存する私立幼稚園（類似施設を含む。）は 20園。

根拠法規 学校教育法、幼稚園設置基準、私立学校法

特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例

私立幼稚園等に在籍する児童の発達の課題や集団生活場面での課題に対応する幼稚園等教諭等への専門的

支援を行うことを目的として、委託した巡回相談員による巡回相談を行っている。

事業開始 令和３年

対象施設：区内私立幼稚園、認定こども園、幼稚園類似施設

委託先：帝京平成大学

令和３年度実績：訪問園 16園 訪問回数 20回

１－５－２ 預かり保育推進等

区内の私立幼稚園等における預かり保育を推進し、幼児教育の振興を図ることを目的として経費の一部を

補助する。

補助対象 中野区内の私立幼稚園等の設置者

事業開始 平成 17年

根拠法規 中野区補助金等交付規則、私立幼稚園等預かり保育推進補助金交付要綱

子ども・子育て支援新制度の施行に伴い国が推進する事業。国の基準に基づいた預かり保育を実施する園に
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対し、費用の一部を補助する。

補助対象 中野区民である園児が通園する私立幼稚園等で、幼稚園型一時預かり事業を実施する園の設置者

補助内容 ①中野区民である園児の利用時間及び利用日数等による園への補助

②区内の実施園に対する開設時間や開設日数による補助

③長期休業期間の開設状況に応じた補助

④一時預かり実施のために確保した職員に対する補助

事業開始 平成 27年

根拠法規 中野区補助金等交付規則、中野区幼稚園型一時預かり事業補助金交付要綱

東京都幼稚園型一時預かり事業運営費等補助金交付要綱

令和元年 10月からの幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、新たに施設等利用給付が創設された。これに

より、保育の必要性を認められる児童が在園する各幼稚園で利用した預かり保育について、保護者が支払った

利用料の一部に対して給付を行う。

１ 給付対象 児童及びその保護者がともに中野区在住であり、施設等利用給付認定第２号又は第３号の認

定を受けている児童の保護者

２ 給付金額 幼児一人月額上限 11,300円（施設等利用給付認定第３号の場合は 16,300円）

ただし、利用日数×450円で算出される金額又は保護者が各施設へ支払った利用料が上限

３ その他 各幼稚園で提供する預かり保育料が一定水準に満たない場合は、その他認可外保育施設等の

利用料も補助対象とする。

（単位：人）

事業開始 令和元年

根拠法規 子ども・子育て支援法、同施行規則、中野区子ども・子育て支援法施行細則

１－５－３ 区立幼稚園

平成 16年度に「子ども家庭部（平成 23年度より子ども教育部）」が設置されたことに伴い、区立幼稚園に

かかる事務の一部は、教育委員会事務局から区長部局への補助執行事務となった。

（１）経理に関すること

（２）施設の維持保全に関すること

（３）幼児の就園等に関すること

（４）保健衛生に関すること
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事業開始 昭和 43年

根拠法規 学校教育法、教育基本法、学校保健安全法、幼稚園教育要領、中野区立幼稚園条例

区立幼稚園に在籍する児童のうち、一定人数を教育時間終了後の時間も幼稚園で預かることで、就労、育児

疲れ等による保護者の心理的・身体的負担を軽減し、安心して子育てができる環境の整備を行う。

（単位：人）

事業開始 令和元年度

関連法規 中野区立幼稚園における一時預かり事業実施要綱

区立幼稚園の申込み事務は各園で直接行う。

１ 入園対象

申込受付日に中野区に保護者とともに在住し、入園時に小学校就学の始期に達する前３年以内の幼児。

２ 申込みから入園決定

毎年４月入園の３、４歳児については、前年９月下旬ごろを締切日として募集。応募人数が定員を超え

た場合には、各園、年齢別に抽選により入園予定者を決定。５歳児及びその他の月については、随時募集。

入園予定者は、各園で指定された日時に健康診断、面接を実施。その結果をもって、区から入園決定通

知書を保護者あて送付。

根拠法規 中野区立幼稚園条例、同施行規則

１－５－４ 保育支援

保護者の多様な就労形態により認可保育所では対応できないことや認可保育施設の利用が待機となったこ

とにより、東京都認証保育所や、やむなくベビーホテル等の認可外保育施設を利用している児童の保護者に対

し、保護者負担の軽減とともに認可保育所を利用する児童の保育料との負担の均衡を図るために、保育料の補

助を行う。

１ 対象者 次のすべての条件に該当する者

（１）児童及び保護者が中野区内に住所を有していること。
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（２）月の初日に保護者が東京都認証保育所等と月極利用契約をしていること。

（３）保護者が就労等の理由により児童の保育ができない状況にあること。

（４）補助対象施設に月極保育料の満額を支払っていること。

（５）中野区の保育認定を受け、認可保育所・事業への入所申請をし、入所承諾の辞退をしていないこと。

(認可外保育施設を利用している場合)

（６）中野区で施設等利用給付認定第２号又は第３号を受けていること。（施設等利用給付を受ける場合）

２ 補助金額

保護者が認証保育所等の各施設と契約した月極基本保育料と、補助限度額の 62,000円とを比較し、どち

らか低い方の額から、認可保育所に入所した場合に負担する保育料を差し引き、1,000円以上の差額が発生

する場合には、その額を補助する。（1,000円未満切り捨て）

※認可保育所保育料の方が高額となる場合や基本保育料以外の延長保育料については補助の対象外

※幼児教育・保育無償化対象児童については、認可保育料の代わりに施設等利用費を差し引いて算定

３ 交付時期 年３回（４か月分ごと）、指定の金融機関口座への振り込みにより支払う

１回目（４月～７月分） ９月末までに支払い

２回目（８月～11月分） １月末までに支払い

３回目（12月～３月分） ５月末までに支払い

（単位：人）

（単位：人）

事業開始 平成 19年４月１日

平成 27年度 ベビーホテル等認可外保育施設対象

令和元年度 施設等利用費創設

根拠法規 子ども･子育て支援法、同施行規則、中野区子ども・子育て支援法施行細則

中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例、中野区認証保育所等保護者補助金交付要綱

東京都が実施するベビーシッター利用支援事業（ベビーシッター事業者連携型）を活用し、未就学児の待機

児童の保護者や夜間帯保育を必要とする保護者等を支援するとともに、利用者が負担するベビーシッターの交

通費について、その費用の一部又は全部を補助することによって負担を軽減する。
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（単位：件）

事業開始 ベビーシッター利用支援事業：平成 30年 12月

交通費補助：平成 31年４月

根拠法規 ベビーシッター利用支援事業に関する事務取扱要綱

中野区ベビーシッター利用支援事業利用者交通費補助要綱

居宅訪問型保育事業の利用者が負担する、保育者が利用者の居宅に訪問するために要する交通費の全部又は

一部を居宅訪問型保育事業者に対し補助することにより、当該居宅訪問型保育事業の利用者の負担を軽減する。

事業開始 令和２年４月１日

根拠法規 中野区居宅訪問型保育事業利用者交通費補助金交付要綱
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２－１－１ 教育・保育支給認定

就学前のお子さんを持つ保護者から申請を受け、認定区分や保育を必要とする事由、保育の必要量を認定

している。保育所等の在園児については転園や退園管理のほか、当年度の認定事由の確認のため、現況調査

を実施している。

また、令和元年 10月より幼児教育・保育の無償化の実施により、特定子ども・子育て支援施設（幼稚園及

び認可外保育施設等）を利用するお子さんの保護者に対しても保育の必要性を認定（施設等利用給付認定）

している。

根拠法規 子ども・子育て支援法、同施行規則

中野区子ども・子育て支援法施行細則

中野区教育・保育給付にかかる支給認定の基準に関する要綱

２－１ 教育・保育支給認定
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２－２－１ 保育入園

認可保育所等の入園の利用調整及び区立保育園の延長保育の利用調整を行う。

１ 対象施設

（１）認可保育所

国が定めた設置基準に基づき認可された施設。区が運営する区立保育園と社会福祉法人など

が運営する私立保育園がある。

（２）認定こども園

保育所と幼稚園の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て支援事業を実施する施設。

（３）地域型保育事業

区が認可した事業で、区内には家庭的保育事業と小規模保育事業、居宅訪問型保育事業がある。

２ 申込み及び利用調整

原則郵送受付とするが、子ども総合窓口での受付も行っている。各地域事務所、各すこやか福祉センタ

ーでは申請書受け取りのみ。締切日は、入園を希望する月の前月１日（土・日・祝日に当たるときは直前

の平日）に設定。３月の入園募集は行わない。１、２、４月の入園募集については別途案内。（申込書は地

域事務所、すこやか福祉センターでも配布）

利用調整基準に基づき、入園を決定。

３ 入園決定後の健康診断及び面接

集団保育が可能か、事前に健康診断を受け、その後、入所決定園で面接を行う。

（単位：人）

根拠法規 子ども・子育て支援法、同施行規則、中野区児童福祉法施行規則

中野区子ども・子育て支援法施行細則、中野区保育所等利用調整事務等取扱要綱

２－２ 保育入園
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２－３－１ 保育システム

子ども子育て支援システム及び保育所等ＡＩ入所選考システムの管理運用を行う。また、申請書類のＲＰ

Ａ化に取り組む。

認可保育所等の在園児に係る保育料を児童の年齢や保護者の区市町村民税所得割額を基に決定・通知及び

徴収を行っている。また、区立幼稚園で実施する一時預かり利用料の徴収も行っている。

根拠法規 児童福祉法、子ども･子育て支援法、同施行規則

中野区保育所保育料等の徴収等に関する条例、中野区特定教育・保育施設等保育料徴収規則

中野区立幼稚園における一時預かり事業実施要綱

保護者が就労その他やむを得ない事情により、休日に子どもを保育することが困難となり、かつ、同居の

親族の中に保育する者がいない場合、認可保育所で子どもの保育を実施することにより、子育てと就労等の

両立を支援する。

１ 実施園 中野打越保育園

２ 対象者 利用日現在で、次のいずれかに該当し、健康で集団保育が可能な未就学児

（１）区内在住で、認可保育所・認証保育所・認定こども園（第２号・第３号認定）・地域型保育事業を利

用している、生後８か月以上の子ども

（２）区外在住で、区内の認可保育所等を利用している生後８か月以上の子ども

（３）上記（１）以外で、区内在住の満１歳以上の子ども

３ 利用要件 保護者が休日に、就労、病気、出産等のための入院・通院、親族の介護・看護、冠婚葬祭な

どの事情で家庭において保育が困難な場合

４ 保育時間 午前７時 15分～午後６時 15分の間で必要な時間

５ 利用期間 日・祝日（１月１日～３日、12月 29日～31日を除く）

６ 利用定員 １日 20人

７ 利用申請 事前に利用登録を行ったうえで、利用の際は実施施設に直接申込む（先着順受付）

８ 利用料金 子ども１人１日あたり 3,000円（ひとり親世帯は半額）

※認可保育所等在籍児童のうち、保護者が就労のため利用する場合は無料

（単位：人）

事業開始 平成 16年７月 区立宮園保育園・区立宮の台保育園（指定管理者園に委託して実施）《両園と

も月１日の日曜日に実施》

平成 18 年度から区立打越保育園（現私立打越保育園）にて、日・祝日（１月１日～３日、12

月 29日～31日を除く）で実施

根拠法規 中野区休日保育事業実施要綱

２－３ 保育システム
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３－１－１ 区立保育園民営化

区民ニーズに対応した保育サービスの拡充と保育園運営の効率化を図り、将来にわたって安定して多様な

保育サービスを提供するため、民間活力の活用により区立保育園の民設民営化を進めてきた。

令和４（2022）年５月１日現在

※宮の台保育園の移転・民営化後、旧宮の台保育園跡地において民営化事業者と同一事業者が新規の認可保

育所を開設した。

３－１ 幼児施設整備
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３－１－２ 教育・保育施設確保

出生率や女性の就業率等、関連する指標の動向を踏まえ、適切に教育・保育需要を把握するとともに、待

機児童の解消に資する民間保育所の開設、定員の増加を目的として、民間事業者の募集・選定及び開設準備

経費補助等による支援を行う。

令和３年度は認可保育所３施設の新規誘致を行った。また、東京都認証保育所から認可保育所への移行も

２施設実施し、併せて定員増を図った。

１）めばえの森保育園 定員 50名 （令和４年２月開設）

（２）クオリスキッズ東中野保育園 定員 40名 （令和４年４月開設）

（３）ナーサリー中野の森 定員 110名（令和４年４月開設）

（４）ピノキオ幼児舎中野保育園 定員 39名 （令和４年４月開設）※

（５）幼保園シャローム東中野 定員 50名 （令和４年４月開設）※

※認証保育所からの移行、実質的な定員増は合わせて 12名
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３－２－１ 給付施設・事業検査

平成 28年度より子ども・子育て支援法に基づき、子ども・子育て支援給付の支給対象施設としての確認を

受けた、特定教育・保育施設（保育所、認定こども園）及び特定地域型保育事業者（小規模保育事業、家庭

的保育事業等）に対し、保育施設の指導検査を行っている。

さらに、令和４年度より区が児童相談所設置市となったことに伴い、児童福祉法に基づく指導検査を実施

することとなった。東京都など関係機関と連携を図りながら、定期的に施設の実地検査（一般・特別指導検

査）を行い、施設運営、保育内容及び会計などについて検査・指導することにより、事故の防止や保育の質

の確保を図っている。

※令和２・３年度検査は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策臨時休園等により件数減

事業開始 平成 28年度

根拠法規 児童福祉法、子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援法施行規則

中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者指導検査実施要綱

中野区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例

子ども・子育て支援法の改正によって実施された幼児教育・保育の無償化により、施設等利用給付が創設

された。子ども・子育て支援新制度未移行の幼稚園や認可外保育施設等が無償化の対象施設（特定子ども・

子育て支援施設）であることや、当該施設が一定の運営の基準を満たすことを区が文書で確認し、確認内容

の公示をしている。

（単位：件）

事業開始 令和元年度

根拠法規 子ども・子育て支援法、同法施行規則、中野区子ども・子育て支援法施行細則

３－２ 給付施設・事業検査


