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子育てに関する 行政制度及び NPO 法人サービスについて

第３１回

「送迎保育ステーション」

」
つながり保育園・もりの
―東京都 町田市―

保育を必要とする家庭にとって、保育の希望時間と保育所等の開所時間が合わないことや、住まいや
勤務地と保育所等の所在地が離れているため、保育所等の利用が困難になる場合があります。
東京都町田市では、この課題に対応し、市内の待機児童解消と、定員に余裕のある施設を有効活用
し利用者の選択肢を増やすため、小田急線町田駅近隣に送迎保育ステーションを開設し、指定の保育
園等へ児童を送迎する事業を2017年10月から開始しました。

■ 事業概要 ■
送迎保育ステーションは、朝と夕方、児童が日中在籍する指定保育所等
に登園降園するまでの間、その児童を一時的に預かる保育施設です。専用
車両を利用して、児童を送迎保育ステーションから日中在籍する指定保育
所等まで送迎します。

■ １日のタイムスケジュール ■
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東京都町田市森野 1-8-20 第 6SK ビル 1 階
（小田急線町田駅から徒歩 4 分）

つながり送迎保育園・もりの
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延長保育

利用者選考方法
■新規に保育所等の入園を希
望する場合は、送迎保育ステー
ション利用申込書を提出する。

運営法人

学校法人正和学園

利用対象

送迎対象施設に入所するクラス年齢 1～5 歳児

利用定員

30 名

場合は、保育所等と同様の基準
で選考を行う。

月曜日～土曜日

■ 現在、保育所等を利用して

（休業日：日曜日、国民の祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日）

いる場合も利用することはできる

送迎保育 午前 7 時～午前 9 時、午後 4 時～午後 6 時
延長保育 午後 6 時～午後 8 時
月額 2,000 円
延長保育 30 分 150 円
月額上限 6,000 円

が、選考にあたっては新規申込
者を優先する。

保育実施日
保育時間
利用料
送迎車両
児童の乗降場所

定員 大人 2 名、児童 10 名程度
送迎保育ステーション敷地内または近隣の駐車場

■申込者数が定員を上回った

子どもの引き渡しについて
■連絡ファイルを活用して情報
のやり取りを行う。
■送迎前に子どもの体調確認を
行う。

■ 送 迎 先 ■
町田市内の１２の保育園、こども園、認定こども園。※ ステーションから片道30分程度で到着。

■ 問合せ先 ■
■つながり送迎保育園・もりの TEL：042-850-8596
■町田市役所 保育・幼稚園課 TEL：042-724-2137
参照 HP：https://kosodate-machida.tokyo.jp/mokuteki/4/11/5073.html

子育て関連の書類申請と提出の電子化
マイナポータル 子育てワンストップサービス
―内閣府―
マイナポータルは、2017 年よりスタートした政府が運営するオンラインサービスです。
子育てに関する行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認でき
たりします。2018 年 10 月より、このマイナポータルを活用して保育所の入所申請などに
必要な就労証明書の手続きが電子化されます。

■ マイナポータルの具体的サービス ■
情報提供等記録表示
（やりとり履歴）

情報提供ネットワークシステムを通じ
た住民の情報のやり取りの記録を確
認できる

■保育所の入所申請の場合
これまでの就労証明書申請手続き■
１．個人が役所や自治体の HP から市町村個別様式
の申請書を取り寄せる

自己情報表示

行政機関などが持っている自分の

２．入手した書類を勤務先に送り証明書発行を依頼

(あなたの情報)

特定個人情報が確認できる

３．勤務先の人事担当者等が手書きで記入

行政機関などから個人に合ったきめ

４．記入した証明書を個人に郵送

細やかなお知らせを確認できる

５．個人は証明書を自治体に送付又は届ける

お知らせ

民間送達サービスとの
連携

子育て
ワンストップサービス

行政機関や民間企業等からのお知
らせなどを民間の送達サービスを活

マイナポータルを使用した場合

用して受け取ることができる

１．個人が勤務先に就労証明書発行を依頼

地方公共団体の子育てに関するサ

２．勤務先の人事担当者等がマイポータルから直接

ービスの検索やオンライン申請がで
きる
マイナポータルのお知らせを使い、

公金決済サービス

（外部サイト連携）

３．証明書を郵送（社印が必要なため）
４．個人から市町村へマイナポータルに添付し提出

ネットバンキング（ペイジー）やクレジ
ットカードでの公金決済ができる

もっとつながる

ひな形を入手、パソコンで記入

外部サイトを登録することで、マイナ
ポータルから外部サイトへのログイン
が可能になる

■ 準備する物 ■
■マイナンバーカード
マイナポータルにログインするために必要。
（申請により交付されたプラスティック製のカード）
■IC カードリーダライタ・スマートフォン

参照 HP：内閣府[マイナポータルとは]
http://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/index.html

IC カードリーダライタは、マイナンバーカードを読み取り、
認証を行うために必要。但し、スマートフォンからの操作
も可能です。対応機種一覧は下記 HP 参照。
内閣府 HP
https://img.myna.go.jp/html/dousakankyou.html
■パソコン・スマートホン・タブレット等
パソコン等は、マイナンバーカードを認証し、マイナポー
タルを利用するために必要です。マイナポータルで動作
を確認している環境は、上記内閣府 HP にて動作環境
を参照。

絵 本 の森

。

今回は夜空を見上げたくなるような、宇宙と月の本を
紹介します。秋の夜長に、窓際で、縁側で、月の光を
感じながら親子でページをめくるのも楽しいですね。

宇宙においでよ!

つきのぼうや

著：野口 聡一
著：林 公代
絵：植田 知成
出版社：講談社
発行年月：2008 年 6 月
定価：1400 円(税別)
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出版社：福音館書店
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定価：1100 円（本体価格）
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宇宙ステーションは、地球か
ら見えることを知っていますか。
宇宙飛行士野口聡一の宇宙案
内記です。宇宙ステーション、ス
ペースシャトル、宇宙飛行士の
訓練など宇宙に関するすべてが
この一冊でわかります。イラスト
いっぱいで楽しさ宇宙一の本です。

ストレスケア
・・・・・・・・・・・・・

夜と月に癒される
・・・・・・・・・・
ｓ

秋は一年で一番、夜を楽しめる季節ですね。そこで

空の上にいるお月さまが地上
の池の水に映ったお月さまを連
れてきてほしいと、月のぼうやに
お願いしました。月のぼうやは、
星をけとばしたり、鳥にかこまれた
り、冒険をしながら地上におりてき
ます。ぼうやは空にいるお月さま
に地上のお月さまを連れてかえ
ることができるのでしょうか？

秋の夜。ストレスケアのテーマも夜と月。月夜をイメージした
クラッシックの名曲に耳を傾けてはいかがですか。心が静かにな
り、質のいい睡眠にもお勧めです。
「月の光」ドビュッシー
フランスの作曲家クロード・ドビュッシー作曲のピアノ独奏曲。
『ベル
ガマスク組曲』の第 3 曲。
「月の光」として誰もが耳にしたことがある
ドビュッシーの作品のなかでも最も有名な作品。
「月光」ベートーヴェン
ドイツの作曲家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンが作曲したピ
アノソナタ。ピアノソナタ第 14 番嬰ハ短調『幻想曲風ソナタ』と名
付けられているが、ベートーヴェンの死後、詩人のレルシュタープが
「スイスのルツェルン湖の月光の波に揺らぐ小舟のよう」と表現した
ことから『月光ソナタ』として愛されている。
「荒城の月」滝廉太郎
日本人の瀧廉太郎作曲による歌曲。日本歌謡と西洋音楽のメロディが
融合した楽曲で、チェロなど弦楽器の演奏も心に響く。
「月の夜」シューマン／リーダークライス作品 39
ドイツ・ロマン派の作曲家シューマンが詩人ヨーゼフ・フォン・アイ
ヒェンドルフの詩に沿い作曲したリーダークライシス作品 39、全 12
曲の連作歌曲の第５曲。
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