東大全部局対象保育園 Ｑ＆Ａ

2021 年 11 月 24 日

【保育園設置】
Q1 東大全部局対象保育園の設置された目的は？
A1 「子育てと仕事・研究・学業」などの両立支援策として、教職員・学生等が養育する乳幼児
を対象とする保育施設を設置することにより、職場環境、学習環境の向上及び東京大学にお
ける男女共同参画を図ることを目的としています。
【入園申込】
Q2 他国立大学の研究員ですが、共同研究のため東大○○研究所に通っています。一時保育の
申請はできますか？
A2 東京大学の共同研究員、客員研究員、非常勤講師なども一時保育の利用登録申込が可能です。
ただし、利用については、原則、東京大学において、教育・研究等を行っている日に限ります。
Q3 東大の教職員、学生であれば誰でも常時保育（又は一時保育）を利用できますか？また、
早めに申込をした方がいいでしょうか？
A3 常時保育、一時保育ともに、各保育園運営小委員会で入園者を審議し、保育園運営委員会で決
定しています。申込者と配偶者の身分や勤務状況および欠員の状況など総合的な検討を行っ
ていますので、必ず利用が許可されるとは限りません。また、先着や抽選ではありませんの
で、入園希望時期の募集期間中に申込んでください。
Q4 配偶者は現在無職ですが、保育園入園が決まり次第、就職する予定です。申込書に添付す
る書類は何が必要ですか？
A4 常時保育については、申込み時点で就職・就学中（又は内定）している方のみ申し込みを受
け付けます。就職・就学が内定してから申し込みをしてください。一時保育については、配
偶者が利用登録申込時に無職でも就職（就学）活動中であれば利用登録申込が可能です。た
だし、原則、利用時の就職（就学）が条件となります。

Q5 出産予定日が申込締切日の後になります。出産前でも入園申請は可能ですか？

A5 出産前の方については、仮申込として申請を受け付けますので、締切日までに書類を提出し
てください。出産後、申込先の保育園事務担当に連絡し、手続きを確認してください。
Q6 週４日勤務の特任研究員ですが、勤務日ではない日は図書館などで資料収集をする予定な
ので常時保育の利用を希望しています。常時保育に申込めますか？
A6 常時保育はフルタイムの教職員、学生等又は週５日２９時間以上勤務の短時間職員を対象と
しています。週４日勤務以下、週の勤務が２８時間以下の方は、一時保育をご利用ください。
なお、外国籍の方で、
「資格外活動の許可」を受け、就労時間に制限（週２８時間以内）があ
る場合は、申込先の保育園事務担当にご相談ください。
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Q7 妻が第二子を出産予定です。妻は無職ですが、第一子の保育ができないときに一時保育を
利用したいのですが申請できますか？
A7 配偶者が無職の場合、原則、第二子以降を出産のため入院する期間に限り、第一子の一時保
育の利用申請をすることが可能です。その他事情があり、入院期間以外の利用も希望される
場合は、申込先の保育園事務担当にご相談ください。

Q8 常時保育で複数の保育園に申し込みをすることは可能ですか？

A8 常時保育について、学内４保育園（本郷けやき保育園・白金ひまわり保育園・駒場むくのき
保育園・柏どんぐり保育園）については、第一希望のみに申し込みが可能です。
Q9 曜日により二つの保育園で一時保育を利用したいのですが、申請はそれぞれに必要です
か？
A9 一時保育の申請フォームで第二希望を選択していただく箇所がございますので、申請は 1 回
のみで構いません。各証明書類もオンラインでの提出となりますので、ご用意いただくのは
一部ずつでかまいません。

【利用開始日等】
Q10 現在、育児休業中です。学内の保育園に入園できれば、復職しようと思っていますが、
復職日は月の途中を考えています。保育園の利用は、復職日以降になりますか？
A10 常時保育（週５日の月極保育）の入園日（利用開始日）については、原則、1 日（土日・
祝日の場合は、その次の日）となっています。育児休業中の方は、入園した月の間に、復職
することが条件となります。その月の間に復職できない場合は、退園となりますのでご注
意ください。
Q11 現在、妊娠中です。学内の保育園に入園できれば、産後休暇（８週間）後に、復帰しよ
うと考えています。保育園の利用は、復帰日以降になりますか？
A11 育児休業を取得せず、産後休暇（８週間）後、復帰する方についての保育園利用開始日は、
復帰日以降となります。育児休業からの復職の場合は取扱いが異なりますので、Q10 を
ご覧ください。
Q12 第一子が本郷けやき保育園を利用しています。この度、第二子出産により、育児休業を
取得する予定です。第一子はいつまで保育園を利用することができますか。
A12 第二子の育児休業開始前日までは、利用できます。
（第二子の産前・産後休暇中は利用でき
ます。）第二子の育児休業が開始されましたら、退園していただきます。
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Q13 東京大学に、９月１６日に採用予定です。配偶者は民間企業に勤務しています。東京大
学全部局対象保育園の利用開始日は、９月１６日からになりますか？
A13 東京大学全部局対象保育園の入園資格は、東京大学の教職員、学生等が養育する乳幼児で
あるため、採用前、入学前の利用はできません。よって、ご質問の場合、９月１６日からの
入園になります。
【保育園見学】
Q14 入園申込の前に保育園を見学させてもらえますか？
A14 見学は可能です。園児の保育に影響のない時間帯での受け入れになりますので、事前に各
保育園へお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため保育園の見学を休止している場合がございます。

【許可期間】
Q15 一度入園が許可されたら小学校就学前（本郷は３歳になった日以降の最初の年度末）
まで保育園を利用できますか？
A15

東大全部局対象保育園は、許可期間は毎年３月３１日（就業・就学の期限が年度途中の場
合はその時点）までとし、翌年４月１日以降は新規申し込みと同様に再度選考します。応
募状況などにより継続入園が許可できないことがありますので、ポピンズナーサリースク
ール東大本郷さくら、自治体の認可保育所、認証保育所など、他の保育園の入園申請を必
ず行ってください。

【選考結果】
Q16

入園選考の結果はいつわかりますか？

A16

選考結果については申請受付期間終了後、毎月 20 日以降にメールにて、お知らせいたし
ます。（20 日が土日祝日に該当する場合は 21 日以降になります）
入園が許可された場合も、後日、保育士と親子面談を行った上で、最終入園許可が決定
しますので、結果通知が届き、入園が許可された場合は、速やかに保育園に連絡をし、親
子面談の日程の予約を行ってください。

【保育料等】
Q17

月の途中で入園した場合、常時保育の基本保育料はどうなりますか？

A17

月途中で入園した場合でも、日割計算はしません。１日でも在籍した月は１ヶ月分の基本
保育料をいただきます。

Q18

夫婦ともに奨学金を受けて博士課程に在学しています。他に収入はないので、保育料は
無料になりますか？
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A18

東大全部局対象保育園 4 園では、常時保育の基本保育料は、前年の世帯収入で決定するこ
ととなっていますが、奨学金も世帯収入として取扱います。後で返済する義務がある奨学
金も世帯収入として取り扱います。
その他、日本学術振興会特別研究員等の研究奨励金等や仕送りなどその他これに準ずると
認めるものも世帯収入として取り扱います。また、父母ともに住民税が非課税等の場合に
は、同居の祖父母の収入を世帯収入に合算することもあります。

Q19

子供の発熱などで急に保育園を休むことがありますが、予約していた延長保育や給食は
キャンセル料が発生しますか？

A19

延長・土曜・一時保育や給食は事前予約により保育士配置や給食の準備を行なっているた
め、キャンセルされた場合は、予約内容の相当金額を納めていただきます。キャンセル料
発生の締切については、利用のしおりで確認してください。

Q20

昨年は会社に勤めていましたが、現在は博士課程に在学しているため収入はほとんどあ
りません。保育料は無料になりませんか？

A20

基本保育料は前年の世帯収入で決定することとなっており、個別の事情に応じることはで
きません。

【一時保育】
Q21

二つの保育園で一時保育を利用する予定ですが、事前登録料はどうなりますか？

A21

一時保育は保育園毎の登録となりますので、事前登録料も保育園毎に必要となります。

Q22 事前登録料５，０００円は毎年度支払わなければいけませんか？
A22

一時保育の許可期間は最長で年度末（３月３１日）までですが、継続が認められた場合の
事前登録料は必要ありません。

Q23 奨学金を受けて博士課程に在学しています。他に収入はないのですが、保育料に割引があ
りますか？
A23

一時保育料には、割引等の措置はありません。収入に関係なく一律になります。
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【入園許可後の辞退】
Q24

自治体の認可保育所の申込みもしています。認可保育所からの結果が東大保育園の結果
より後になりそうです。両方とも入園が許可された場合は認可保育所への入園を希望し
ていますが東大保育園の入園許可は辞退できますか？

A24

辞退できます。認可保育所等他の保育園の入園が決まり次第、所定のフォームにご回答い
ただくか、
「入園辞退届」を提出していただきます。各保育園事務担当にご連絡ください。

【その他】
Q25 東京大学のキャンパス内には、いくつか保育園がありますが、申込方法や窓口は異なり
ますか？
A25 東京大学の主な４つのキャンパス内（本郷、白金、駒場、柏）には、８つの保育園があり
ます。
東京大学が設置主体である全部局対象保育園（東大本郷けやき保育園、東大白金ひまわり保
育園、東大駒場むくのき保育園、東大柏どんぐり保育園）については、申込方法は同様です。
その他の保育園は、それぞれ申込方法や担当窓口が異なりますので、お気をつけください。
それぞれの保育園の担当窓口は、下記のとおりです。
担当窓口
保育園名
設置主体等
東京大学本部ダイバーシティ推進課
東大本郷けやき保育園
東京大学
保育園担当
メール：hoikuen.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
東京大学医科学研究所
東大白金ひまわり保育園
保育園担当
メール：hoikuen@ims.u-tokyo.ac.jp
東京大学生産技術研究所
東大駒場むくのき保育園
保育園担当
※2022 年 4 月以降は、下記に変更予定です。
東京大学先端科学技術研究センター
保育園担当
メール：hoikuen@iis.u-tokyo.ac.jp
東京大学柏地区共通事務センター
東大柏どんぐり保育園
保育園担当
メール：hoiku.kj@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
東大病院いちょう保育園 東 京 大 学 医 学 東京大学医学部附属病院総務課人事総務担当
電話：03-5800-8632
部附属病院
ポピンズナーサリースクール東大本郷さくら
ポピンズナーサリースク (株)ポピンズ
メール：todai_sakura@poppins.co.jp
ール東大本郷さくら
文京区幼児保育課入園相談係
たんぽぽ保育園
社会福祉法人
電話：03-5803-1190
（文京区認可保育所）
あしたばの会
東大駒場地区保育所
NPO 法人東大 東大駒場地区保育所
電話：03-5454-6185
（東京都認証保育所）
駒場保育の会
詳細は、こちらのホームページをご覧ください。
https://www.u-tokyo.ac.jp/kyodo-sankaku/ja/nurseries/hoikuen.html
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Q26 2019 年 10 月からの幼児教育・保育の無償化について、全部局対象保育園は対象保育
園になりますか？
A26 全部局対象保育園は、認可外保育施設ですが、認可外保育施設も今回の無償化の対象施
設となります。無償化の対象者は、
・3 歳児クラスから 5 歳児クラスまでの子どもたち【月額 3.7 万円までの利用料が無償化】
・０歳児クラスから２歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもたち【月額 4.2 万円までの利
用料が無償化】となります。
無償化の手続きについては、居住の市区町村において、「保育の必要性の認定」を申請し
ている必要があります。
（すでに認可保育所・認定こども園等にお申込みのために有効な認
定を受けている方は、改めて認定申請は不要です。）
無償化の申請方法や費用の給付方法については、市区町村により、方法が異なります。手
続きの詳細は、居住の市区町村に確認してください。
詳細は、内閣府・特設ホームページ「幼児教育・保育の無償化について」をご覧ください。
URL：https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/about/index.html

Q2７

新型コロナウイルス感染症について、何か対応をしていますか？また、休園になること
はありますか？

A２７

学内保育園においては、保育事業者、大学の関係部署と連携して、感染予防対策を行って
います。また、全部局対象保育園（本郷けやき、白金ひまわり、駒場むくのき、柏どんぐり）
の運営については、東京大学の活動制限指針のレベルごとに、下記のように対応することとし
ています。
東京大学の活動制限指針 学内保育園の対応
レベル S
原則、通常運営。
ただし、自宅での保育が可能な場合は、登園を控えていただく
レベル A
レベル B
レベル C
レベル D

レベル E

原則、自宅での保育。
ただし、教育研究活動等により、保育がどうしても必要な利用者
がいる場合のみ、基本保育時間内の運営。
運営停止、閉鎖。

※状況により、学内保育園の対応について、変更になる場合があります。
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