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■保育施設の分類  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■認可保育所等と認可外保育施設の違い 

 認可保育所等 認可外保育施設 

用語の

説明 

児童福祉法による児童福祉施設で、

国が定めた設置基準（広さ、保育士

等の数等）を満たして、都道府県知

事に認可された施設です。 

国が定めた設置基準を満たしてい

ないため、認可を受けずに、多様な

保護者のニーズに合わせて保育を

提供している施設です。 

申込 

方法 
市区町村の窓口に申し込む。 直接施設へ申し込む。 

保育の

必要性 

市区町村で、「保育の必要性」の認定

を受ける必要がある。 

「保育の必要性」の認定は、必要が

ない。 

選考 

方法 

市区町村が、「保育を必要とする事

由」を指数化し、指数が高い方
かた

から

選考する。 

抽選、先着順などにより、それぞれ

の施設が選考する。 

保育料 
保護者の収入に応じて、市区町村が

設定する。 

それぞれの施設が自由に設定でき

る。 

 

認可保育所 

就労などのために家庭で保育のできない保護者に代わっ

て保育する施設です。 

【対象年齢】０～５歳 

【市内施設】公立１２、私立４５施設（＊） 

地 

域 

型 

保 

育 
事 

業 

家庭的 

保育事業 

家庭的な雰囲気の下、少人数（５人以下）で、きめ細かな

保育を行います。 

【対象年齢】０～２歳 

【市内施設】保育ルームひよこっこはちまん 

小規模 

保育事業 

家庭的保育に近い雰囲気の下、少人数（定員６～１９人）

で、きめ細かな保育を行います。 

【対象年齢】０～２歳 

【市内施設】保育ルームひよこっこわかまつ 

事業所内 

保育事業 

会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域

の子どもを一緒に保育を行います。 

【対象年齢】０～２歳 

【市内施設】ねぎし保育園 

居宅訪問型 

保育事業

（★） 

障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設が無く

なった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保

護者の自宅で、１対１で保育を行います。 

幼保連携型認定 

こども園（★） 

幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て

支援も行う施設です。 

保育コンシェルジュ号 

今号では、保育施設の分類やそれぞれの違い等についてご紹介します。

令和３年度保育所等申込みのしおりや、「子育てのたまて箱」も併せてご

参照ください。 

認可保育所等 

認可外保育施設 

認可保育所 

地域型保育事業 

幼保連携型認定こども園 

家庭的保育事業 

小規模保育事業 

 
事業所内保育事業 

居宅訪問型保育事業 

＊ 山手保育園清水が丘分園、府中保育園分園、ラフ・クルー分倍河原保育園分園は、 

本園に含まれます。 

★ 府中市では、実施していません。 

（東京都福祉保健局 HP より） 

●認可保育所等 

東京都認証保育所 

その他の民間施設・事業 



◆ 東京都の指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている認可外保育施設 

○ 企業主導型保育事業 

 

●認可外保育施設一覧（令和３年６月１日現在、東京都に届出済の施設）     

東京都認証保育所 
東京の保育ニーズに対応するため、大都市の特性に着目した都独自の基準により設置・運営される保育施設です。 

【市内施設】１７施設（令和３年度保育所等申込みのしおりや、子育てのたまて箱をご参照ください。） 

そ 

の 

他 

の 

民 

間 

施 

設 

・ 

事 

業 

区分 内容 施設名 所在地 電話番号 定員 備考 

ベビーホテル 

認可外保育施設のうち、次のどれか１つでも該当

する施設をいいます。 

ア 午後７時以降の保育を行っているもの 

イ 児童の宿泊を伴う保育を行っているもの 

ウ 時間単位での児童の預かりを行っているもの 

Jelly Beans 府中町 2-25-10 042-335-1170 36 ◆ 

たんぽぽのおうち 府中町 2-6-14 ヴェノス府中 1-C 042-306-5587 18 ◆ 

マムのおうち 紅葉丘 2-2-5 042-207-2075 2 ◆ 

事業所内 

保育施設 

事業所等において、その職員の児童を対象にお預

かりしている認可外保育施設をいいます。 

ヤクルト 府中保育園 若松町 2-26-51 042-366-8951 設定なし  

府中さくら通り保育園 府中町 1-26-15 β・桜通りビル 1 階 042-319-0308 12 ○◆ 

カメリアキッズ東府中園 若松町 1-7-6 042-319-8322 17 ○◆ 

東府中ベル保育園 若松町 2-2-5 042-306-7366 15 ○◆ 

カメリアキッズ清水が丘園 
清水が丘 3-24-3 

清水が丘三丁目店舗 1 階 
042-306-5659 19 ○ 

府中ひばりの森保育園 住吉町 5-7-6 三浦ビル 1 階 042-319-1343 19 ○ 

院内保育施設 
病院・診療所において、その職員の児童をお預かり

している認可外保育施設をいいます。 

府中医王病院 保育所 本宿町 3-25-12 グレース本宿 042-336-1331 設定なし  

都立多摩総合医療センター院内保育室 武蔵台 2-9-2 042-323-5111 48 ◆ 

府中恵仁会病院  

院内保育所「プチラパン」 

住吉町 5-14-2  

サンフローレンス 1 階 
042-365-1211 設定なし ◆ 

保育室ポプラ 朝日町 3-16-1 080-9357-4381 30  

その他の 

認 可 外 

保育施設 

ベビーホテルにも、事業所内・院内保育施設にも該

当しない施設をいいます。 

Stars&Stripes English 
府中町 2-25-21  

ファインクレスト 1 階 
042-335-1170 20 ◆ 

東京国際モンテッソーリ教師トレーニ

ングセンター付属 聖イリナモンテッ

ソーリスクールこどもの家 

住吉町 2-24-50 042-366-2693 36 ◆ 

カルバリーチャペル府中（ We go 

eigo） 
紅葉丘 1-38-35 042-361-5460 40  

居宅訪問型 

保 育 事 業 

利用者の自宅などで乳幼児を保育する、いわゆる

ベビーシッター事業です。 

NPO・ACT 府中たすけあいワーカーズ

ぽぽ 
片町 2-3-1 042-363-1816   

特定非営利活動法人パーソナルケアサ

ービスみもざ事務所 
府中町 1-25-4 あおばビル 303 042-334-2042   

公益社団法人 府中市シルバー人材セ

ンター子育てサービス事業 
府中町 1-30 ふれあい会館 1F 042-366-2322   

 

 

 

 

 
府中市では、東京都認証保育所又は東京都の指導監督基準を満たす旨の証明書が交付

されている認可外保育施設（上表の備考欄に◆のある施設）と月１２０時間以上の契約

で利用している児童の保護者に対し、保育料の助成を行っています（市外の施設も可）。

詳しくは、府中市のホームページにてご確認ください。子育て・教育＞出産・子育て

＞保育所・保育園＞令和３年度認可外保育施設等利用者保育料助成金 検索 

認可外保育施設利用者保育料助成金について 

保育コンシェルジュが、保育サービスの情報提供をしています。 

お気軽にご相談ください。 
相談日時：月曜日～金曜日（祝日を除く。午前９時～正午、午後１時～４時） 

場所：府中市役所東庁舎５階保育支援課  電話 042（335）4172 

（注）不在の場合や、他の方の対応等でお待たせすることもあります。 

 


