在

地

電話番号

開所時間

予定定員

乳児 （ ）
内は内 入所説明会
3才未満児

入

所

受

付

公 玉川保育園

玉川3439

72−3265 7：30〜19：00

○

220
（50）9月27日
（木）10月25日
（木） 9：00〜10：30

公 湖東保育園

湖東5646−1

78−2637 7：30〜18：30

○

130
（40）10月3日
（水）10月30日
（火）14：30〜15：30

公 笹原保育園

湖東1298−1

76−2512 8：00〜16：00

公 豊平保育園

豊平2486−1

72−2925 7：30〜18：30

○

100
（20）9月26日
（水）10月29日
（月）14：30〜15：30

公 北山保育園（注１）

北山4810−1

78−2330 7：30〜18：30

○

100
（20）10月3日
（水）10月30日
（火）14：30〜15：30

公 中央保育園

本町東15−14 72−2602 7：30〜18：30

○

90
（24）9月27日
（木）10月29日
（月）14：30〜15：30

公 米沢保育園

米沢6160

72−6249 7：30〜18：30

○

120
（30）9月25日
（火）10月31日
（水）14：30〜15：30

公 金沢保育園

金沢1164−1

72−2419 7：30〜18：30

○

100
（20）10月2日
（火）10月25日
（木）14：30〜15：30

公 泉野保育園

泉野2650−1

79−3639 8：00〜16：00

○

60
（17）10月1日
（月）10月24日
（水）14：30〜15：30

公 小泉保育園（注２）

玉川927−243 72−7401 7：30〜18：30

○

90
（24）10月2日
（火）10月25日
（木）14：30〜15：30

公 みどりヶ丘保育園

宮川8630−1

72−0333 7：30〜16：00

○

90
（24）9月25日
（火）10月24日
（水）14：30〜15：30

公 中大塩保育園

中大塩8−12

72−3126 7：30〜18：30

○

100
（26）9月27日
（木）10月31日
（水）14：30〜15：30

私 玉川どんぐり保育園

玉川2213−1

82−5588 7：30〜19：00

○

210
（40）10月2日
（火）10月26日
（金） 9：00〜10：30

私 わかば保育園

宮川11020

72−7016 7：30〜19：00

○

200
（33）10月1日
（月）10月30日
（火） 9：00〜10：30

75−1120 7：30〜19：00

○

120
（33）9月26日
（水）10月31日
（水） 9：00〜10：30

私 よこうち認定こども園 ちの2576−1

35
（ 5）9月26日
（水）10月26日
（金）14：30〜15：30

（注１）リノベーション工事期間中につき、会場は湖東保育園になります。
（注２）リノベーション工事期間中につき、会場は玉川保育園になります。

茅野聖母幼稚園の入園受け付け
所 在 地
開所時間

茅野市仲町14−7
予定定員 120名
午前８時〜午後５時30分【午前８時〜８時30分 早朝預かり（無料）
午後２時45分〜５時30分 午後預かり（有料）】
入園説明会 ９月３日（月）11：00〜
昨年度から始めている自園給食の試食があります！
お申し込み・予約は不要です。多くの方のご参加お待ちしています。
入園願書受付 ９月３日
（月）受付開始 以降随時受付 第１次願書締切り９月14日（金）
問い合わせ 茅野市聖母幼稚園 ☎72−3512

11

広報ちの

2018.9

31

31

広報ちの

2018.9

72

・２１０１
︵内線６２３︶

60
（21）9月25日
（火）10月26日
（金）14：30〜15：30

幼児教育課 幼児教育係 ☎

○

問い合わせ

72−2589 7：30〜18：30

は︑その他の保育園等の受付日 ﹁保護者の就労先が茅野市外に
に提出することも可能です︒
あり︑就労時間と通勤時間を考
※よこうち認定こども園に１号
慮したときに︑認定時間内では
認定児童として入所を希望す
送迎ができない﹂などの理由が
る場合は︑
よこうち認定こども
認められる場合に限り︑他市町
園の受付日にお越しください︒ 村の保育園を選択することがで
きます︒
入所の承諾
希望する保育園がある市町村
と調整が必要になりますので︑
幼児教育課に直接ご相談くださ
い︒

宮川1277−1

保育園等のリノベーション

公 宮川第二保育園

︵大規模改修工事︶を行います

120
（30）10月1日
（月）10月29日
（月） 9：00〜10：30

４月入所のお子さまには︑２
月中旬に入所決定のおしらせを
送付します︒年度途中入所のお
子さまについては︑入所月の１
ヵ月前に送付します︒
認定こども園は︑施設から別
途ご案内いたします︒

○

年度途中入所の予約

72−2601 7：30〜19：00

がない︵産前３か月・産後６
か月︶
③病気︑または身体に障害を有
している
④長期間にわたり疾病の状態に
ある︑または身体に障害を有
する親族を常時介護している
⑤震災︑火災︑風水害等で災害
の復旧を行っている
⑥起業準備を含む求職活動︵入
所月を含む３か月︶を継続し
て行っている
⑦就学している︵職業訓練校等
における職業訓練を含む︶
⑧市長が認める①〜⑦に類する
状態にある

宮川4458−2

保育園施設等の安全性の確保︑
および長寿命化を図るため平成
年度から宮川第二保育園︑中
大塩保育園のリノベーション工
事を行います︒
工事期間中に該当園に入所し
ている児童は︑近隣の保育園等
で合同保育を行います︒
詳細については︑入所説明会
でご案内します︒

公 宮川保育園

申し込みの受け付け

200
（50）10月3日
（水）10月24日
（水） 9：00〜10：30

産休・育休明けからお子さま
を入所させたい︑これから出産
予定のお子さまを入所させたい
等の理由で︑年度途中から入所
を希望する場合も事前に申し込
みをすることが出来ます︒
平成 年度中に入所希望の方
は︑入所説明会にお越しくださ
い︒︵保育園等への入所は生後６
か月を経過してからとなりま
す︒︶

○

市外の保育園等にも入所ができます

72−3076 7：30〜19：00

茅野市に居住していても︑

塚原1−13−5

入所説明会で配布する申込書
類に必要事項を記入し︑希望の
保育園等の受付日に提出してく
ださい︒面接も併せて行います
ので︑できる限り第1希望の保
育園等に︑お子さまを連れてお
越しください︒
ただし︑都合がつかない場合

公 ちの保育園

31

年 度 保 育 園 等 入 所 受け 付けを行います

所

31

平成

名

64

平成 年度中に︑保育園・認定こども園︵以下﹁保育園等﹂という︒︶に入所を希望さ
れる児童の入所説明会と入所受け付けを行います︒日程等は︑次ページの一覧表をご覧
ください︒
なお︑現在保育園等に入所している児童で︑継続入所の申し込み等が必要な方には︑
通園している保育園等から別途お知らせします︒︵広域入所児は除きます︒︶

設

保育園等の選択

施

︽保育の必要性の認定︾
﹁保育の必要な事由﹂
の①〜⑧
を考慮し︑３つの区分の認定を
行います︒
１号認定 ２号認定に該当しな
い満３歳以上の児童で保育園
等での特別利用保育を希望す
る場合
２号認定 満３歳以上の児童で
﹁保育の必要な事由﹂
に該当し︑
保育園等での保育を希望する
場合
３号認定 満３歳未満の児童で
﹁保育の必要な事由﹂
に該当し︑
保育園等での保育を希望する
場合
︽保育の必要な事由︾
児童の保護者が次のいずれか
の事由に該当する必要がありま
す︒
①就労している︵会社勤務︑パ
ートタイム︑内職︑自営業等︶
※１か月 時間以上の就労を常
態とし︑原則として労働に見
合った対価を給与又は報酬等
として受け取っている
②妊娠中である︑または産後間

入所受け付け
と き 下記一覧表のとおりとなります。受付時間は保育園等で異なります。
ところ 保育園等
内 容 入所申し込み受け付け、面接
持ち物 ・入所説明会で配布する入所申込書類 一式
・保育料引き落とし希望口座の通帳、印鑑
・入所希望児童の健康保険証
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳（在宅障害児（者）がいる世帯の方）
・児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書（受給されている世帯の方）
※年次更新のため、入所受け付け日までに、新しい証書が交付されていない場合は、後日提出ください。
・どんぐり手帳
・保護者および入所希望児童のマイナンバー（個人番号）カード
またはマイナンバー（個人番号）通知カード
・入所受付に来られる方の身分が証明できるもの
（顔写真付きのもの１点、
または顔写真のないものは２点以上）

入所説明会に出席して︑保育
の内容を聞いたり︑保育園等の
様子を見たりして︑保護者が園
を選択できます︒
ただし︑年齢ごとの受け入れ
可能人数を超える申し込みがあ
った場合は︑第一希望以外の保
育園等に入所していただく場合
があります︒

入所説明会
と き 下記一覧表のとおりとなります。
受付開始 15：45
説明会 16：00（おおむね１時間程度） ところ 保育園等リズム室
内 容 入所申込書類の配布、記入方法の説明、保育の内容、保育園等の生活について
持ち物 筆記用具 ※託児あり

14

入所できる児童

入所説明会および入所受け付け日程表

保育園は︑保育の必要性の認
定を受けた︑２号・３号認定児
童が入所できます︒ただし︑３
歳以上の児童は︑保育園の定員
管理に支障がなければ︑１号認
定児童として６時間以内︵８時
〜 時︶の時間で入所すること
ができます︒
よこうち認定こども園は︑
２・３号認定児童と1号認定児
童がそれぞれ定員枠内で入所で
きます︒
︵１号定員 各学年５名︶

平成31年度

10

