
内閣府企業主導型保育事業

飯野おやこ保育園 + 調布のまち
ご利⽤案内とお申し込みの流れ



保育園概要（1）

●従業員枠

• 飯野病院職員の⼦ども
• 飯野病院と契約した企業・病院職員のお⼦様

定 員

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計
12名 27名 27名 11名 12名 12名 101名

保育園の形態

●地域枠

• 保育認定・勤務先の就労証明のいずれかを
受けた保護者のお⼦様

内閣府企業主導型保育事業

開園時間
７：００〜２０：００

開園⽇
⽉曜⽇〜⼟曜⽇（⽇曜・祝⽇・年末年始はお休み）

お⼦様の⽉齢
⽣後57⽇⽬〜⼩学校就学始期まで

受け⼊れ体制



保育園概要（２）
コースと料⾦

週４ 週5⽇ 週6⽇

7:00-15:30

0-1歳 32,000円 0-1歳 40,000円 0-1歳 48,000円

2歳 30,000円 2歳 37,000円 2歳 45,000円

3歳 28,000円 3歳 35,000円 3歳 42,000円

4-5歳 27,000円 4-5歳 33,000円 4-5歳 40,000円

7:00ｰ18:30

0-1歳 40,000円 0-1歳 50,000円 0-1歳 58,000円

2歳 37,000円 2歳 46,000円 2歳 54,000円

3歳 34,000円 3歳 43,000円 3歳 51,000円

4-5歳 32,000円 4-5歳 40,000円 4-5歳 48,000円

7:00-20:00

0-1歳 50,000円 0-1歳 60,000円 0-1歳 68,000円

2歳 47,000円 2歳 56,000円 2歳 64,000円

3歳 44,000円 3歳 53,000円 3歳 61,000円

4-5歳 42,000円 4-5歳 50,000円 4-5歳 58,000円

※給⾷・おやつ・ミルク・オムツ代込み

⼊園⾦ 50,000円 （全コース共通）



お申し込み要件（１）地域枠
n 両親が働いていること
n 介護・傷病・求職中・就学
n 保育認定もしくは就労証明が必要です。
n 勤務時間の⻑さ等による点数制ではありません。
n 調布市外にお住まいでも可能

⾃治体で保育認定

⽀給認定申請書

⽀給認定申請書の様式は
各⾃治体で取り寄せ可能です。

世帯単位
で

⾃治体から
⽀給認定証（保育認定）を受け取り

職場で就労証明

両親それぞれ
が

職場から
勤務状況証明書（在職証明）を受け取り

勤務状況証明書（在職証明）

証明書は
企業側が発⾏します。

⼊園内定者は、⼊園２ヶ⽉前までに
⽀給認定証または勤務状況証明書を

提出して頂きます。



お申し込み要件（２）従業員枠

◎「従業員枠」は、２種類ご⽤意しております

①申し込み
保護者⾃⾝がお申込み

②⼊園決定後
お勤め先の承諾書

をご提出

③⼊園前
企業様と

従業員枠利⽤契約

① 従業員枠（Aコース）
⼊園希望者（従業員）が飯野病院へ「⼊園」のお申込み

内閣府企業主導型保育事業では、企業様と設置事業主（飯野病院）が「提携企業契約を締結」することに
よって、企業様の従業員が保育園の『従業員枠』を利⽤することができます。
従業員の働き⽅は正規・⾮正規を問いません。
◎要件
※ 企業様が「⼦ども・⼦育て拠出⾦」を負担していること（社会保険に加⼊）
※ 毎⽉の保育料を企業様がお⽀払いいただくこと

①協議
企業の担当者様と協議

②提携企業契約
御負担⾦決定後に契約締

結

③⼊園前
企業様が推薦する

従業員の受け⼊れ決定

② 従業員枠（Bコース） (提携企業数の制限あり、5-10名程度）
企業様が飯野病院へ「提携企業契約」のお申込み ※ 別途、料⾦がかかります



お申し込みの流れ

第１次申し込み

利⽤契約・⾯談

ご⼊園

結果のご連絡

第２次申し込み

【お申込期間】1⽉19⽇午後〜２⽉５⽇
６０名程度を決定します。
説明会参加者の⽅にお申し込みに関するメールを送ります。
「⼊園申込みフォーム」にご登録ください。

２⽉16⽇〜
すべてのお申し込み者のみなさまへ結果をお知らせします。
従業員枠Aコースの⽅は1か⽉以内に承諾書のご提出をお願いします。

４⽉〜
３０名程度を決定します。
（発表⽇は未定）

８⽉１⽇
２週間はならし保育です。
※育休復帰者は復帰１か⽉前からのみご利⽤ができます。

7⽉上旬
⼊園決定者・法⼈様と保育契約をむすびます。
また、保護者様、お⼦様⼀⼈⼀⼈と保育⼠が⾯談を⾏います。



お申し込みについて
選定の優先順位

n 受け⼊れは、各コースごと（曜⽇・利⽤時間別）に⾏います。
n 各コースごとの受け⼊れ想定⼈数を超える応募があった場合、下記のような優先順位をつけた上で抽選に

より決定致します。
n 「従業員枠」と「地域枠」に関して、原則、優先順位を付けません。ただし、「地域枠」は園全体で50

⼈までの受け⼊れ（内閣府の指導）となるため、結果的に地域枠の倍率が⾼くなる可能性はあります。
（抽選後に、地域枠の受け⼊れ総数が50⼈を超えた場合、地域枠を従業員枠へ振り返るなどの調整を致
します。）

【例】
※「0歳児 週5⽇(平⽇) 18:30まで」「0歳児 週5⽇(平⽇) 20:00まで」コースは応募が多数になり、飯野病
院出産者のお⼦様までの中で抽選になることが予想されます。
※「5歳児 週4⽇ 15時30分まで」などのコースは応募数が限られ、１次募集後も空き定員が出る可能性があ
ります。

待機と年度途中の申し込み

２次発表後、毎⽉1⽇に⼊園申し込みの受け付けをします。
空きが出た場合、その⽉の15⽇に翌⽉１⽇からの⼊園のご連絡を差し上げます。
点数制・先着順ではなく、毎⽉の抽選とさせていただきますのでお⼿数ですが、毎⽉の申請をお願いします。

飯野病院職員
の⼦

提携企業の社員
のお⼦様

飯野病院出産者
のお⼦様

地域
のお⼦様



コースに関すること

コース選定 週4⽇・5⽇のお申し込みの⽅は申し込み時点での曜⽇のご指定をお願い
しています。

コース変更 前⽉10⽇までにお願いします。定員の状況によっては
対応できない場合があります。

育児休業 育児休業中は15時30分までのお預かりとなります。

育休復帰 育児休業復帰予定⽇の1か⽉と2週間前からのご利⽤が可能です（2週間は
ならし保育機関）。

夜間保育 夜間保育（18時30分〜）は原則、満1歳以上のお⼦様を対象としています。

コース⽇数 就業の実態に即したお申し込みをお願いします。



料⾦のお⽀払いに関すること

⽉額保育料 ⽉極保育料は⾃動引落の⼿続きが可能です。翌⽉分の保育料を指定⽇にお
引き落としさせていただきます。

延⻑料⾦ 延⻑保育をご利⽤の場合は、翌⽉初旬にご請求書をお渡ししますのでお振
込みをお願いします。

病児・⼀時 ⼀時保育・病児保育をご利⽤の場合は、翌⽉初旬にご請求書をお送りいた
しますのでお振込をお願いいたします。

キャンセル ⼊園決定者の⽅で６⽉１⽇以降にキャンセルされる場合は⼊園⾦等をお戻
しできませんのでご留意ください。

初回納⼊⾦ ⼊園時：⼊園決定後、利⽤開始の2か⽉前までに初回納⼊⾦をお納めいただ
きます。



⼀時保育について

【⼀般利⽤】

事前登録が必要です。（6⽉頃を予定）

1,000円／時間

【飯野病院で分娩予約をされた⽅】

妊婦検診〜出産〜産後にご兄弟をお預かりします。

※ ⼀定時間・回数限定で無料でご利⽤できます。

通常保育を⾏う保育室内で、園児と⼀緒に過ごします。
初めての場所やリズムに慣れていないことが多いので、

専属保育⼠がつきますので安⼼して過ごすことができます。

＜⽣活リズムについて＞

n 通常保育（18時半まで）のデイリープログラムのどの時間帯でも対応いたします。

n お散歩、給⾷、おひる寝の途中であっても、iinova（地域交流スペース）や遊戯室
を活⽤しながらお⼦様⼀⼈⼀⼈の気持ちに合わせて過ごせるよう配慮いたします。

n 給⾷は衛⽣⾯の観点から作り置きができないため、昼⾷時間がずれ込む場合は、お
弁当の持ち込みをおすすめします。



病児保育に関すること

【病児保育】

隔離室で過ごします。

【体調不良児保育】

経過観察しながら⾒守ります

【病後児保育】

室内でゆったり遊びながら過ごします

熱や⾵邪などの症状がある場合や保育園に通園中に体調
が悪化した場合

熱は下がったけれども登園禁⽌期間中である場合など

下痢嘔吐やインフルエンザなど、感染症の⾼い疾患

前⽇までに診察を
受けられている⽅は、
前⽇⼣⽅以降にHPから

お申し込みが可能

未受診の場合、
当⽇の⼩児科診察後に受

け⼊れ判断
（空き定員がある場合）

病児専⽤⼊⼝
で受付

利⽤条件：飯野病院で事前登録されている⽅
※ 詳細は検討中ですので、決まりましたらホームページで発表します。

n 給⾷の提供はございません。お弁当をお持ちください。
n 通常保育中に体調が悪くなった場合や送迎サービス（飯野病院出産者専⽤）に対応するため、

⼀定数の枠を確保します。


