令和２年度

入所説明会および入所受付日程表

入所説明会で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 ※託児あり
とき 下記一覧表のとおりとなります。
受付時間は各保育園等で異なります。
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
施 設 名

電話番号

開所時間

乳児

入所受付
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 入所申込受付、面接
持ち物 ・入所説明会で配布する入所申込書類 一式
・その他入所説明会で提出を依頼するもの
※入所説明会にお越しいただけない方は、
市役所幼児教育
課
（6階72番窓口）
にて書類のお渡し、
説明等ができます
す。

予定定員
（内3才未満児）

入所説明会
受付

開始

入所受付

公 ちの保育園

72-3076 7:30～19:00 ○ 200（50） 9月27日
（金） 16:00 16:15 10月23日
（水） 9:00～10:30

公 宮川保育園

72-2601 7:30～19:00 ○ 120（30） 10月1日
（火） 16:00 16:15 10月30日
（水） 9:00～10:30

公 宮川第二保育園（注1） 72-2589 7:30～18:30 ○

60（21） 10月1日
（火） 16:00 16:15 10月30日
（水）14:30～15:30

公 玉川保育園

72-3265 7:30～19:00 ○ 220（50） 9月24日
（火） 16:00 16:15 10月28日
（月） 9:00～10:30

公 湖東保育園

78-2637 7:30～18:30 ○ 130（40） 9月30日
（月） 16:00 16:15 10月29日
（火）14:30～15:30

公 笹原保育園

76-2512 8:00～16:00

公 豊平保育園

72-2925 7:30～18:30 ○ 100（20） 9月26日
（木） 16:00 16:15 10月23日
（水）14:30～15:30

35（ 5 ） 9月25日
（水） 16:00 16:15 10月24日
（木）14:30～15:30

入所受付

令和２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
入所受付を行います。
４月からの入所に関わらず、産休・育休明けからの年度途中入所や、これから出産予定のお子さまの事前入所
申し込みも出来ますので、令和２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カ月を経過してからとなります。
）
日程等は、次ページの一覧表をご覧ください。

入所できる児童
保育園等に入所できる児童は、児童の年齢と保育の
必要性に応じた認定を受けた児童です。ただし1号
認定児童は、保育園の定員管理に支障が無ければ入
所することができます。
設定区分
1号
2号
3号

対象年齢
満３歳以上

対象者
2号認定に該当しない児童

保育を必要とする事由に
満３歳未満 該当する児童

※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）

市外の保育園にも入所できます

公 北山保育園

78-2330 7:30～18:30 ○ 100（20） 9月30日
（月） 16:00 16:15 10月29日
（火）14:30～15:30

公 中央保育園

72-2602 7:30～18:30 ○

公 米沢保育園

72-6249 7:30～18:30 ○ 120（30） 9月25日
（水） 16:00 16:15 10月28日
（月）14:30～15:30

「保護者の就労先が茅野市外にあり、就労時間と通
勤時間を考慮したときに、認定時間内では送迎がで
きない」などの理由が認められる場合に限り、他市
町村の保育園を選択することができますので、幼児
教育課に直接ご相談ください。

公 金沢保育園

72-2419 7:30～18:30 ○ 100（20） 9月24日
（火） 16:00 16:15 10月23日
（水）14:30～15:30

すでに保育園等に入所している児童の手続き

公 泉野保育園

79-3639 8:00～16:00 ○

60（17） 9月24日
（火） 16:00 16:15 10月25日
（金）14:30～15:30

公 小泉保育園

72-7401 7:30～18:30 ○

90（24） 9月26日
（木） 16:00 16:15 10月25日
（金）14:30～15:30

公 みどりヶ丘保育園

72-0333 7:30～16:00 ○

90（24） 10月1日
（火） 16:00 16:15 10月30日
（水）14:30～15:30

公 中大塩保育園（注2）

72-3126 7:30～18:30 ○ 100（26） 9月25日
（水） 16:00 16:15 10月28日
（月）14:30～15:30

私 玉川どんぐり保育園

82-5588 7:30～19:00 ○ 210（40） 9月26日
（木） 16:15 16:30 10月25日
（金） 9:15～10:30

私 わかば保育園

72-7016 7:30～19:00 ○ 200（33） 9月30日
（月） 16:15 16:30 10月24日
（木） 9:15～10:30

90（24） 9月27日
（金） 16:00 16:15 10月24日
（木）14:30～15:30

私 よこうち認定こども園（注3） 75-1120 7:30～19:00 ○ 120（33） 9月25日
（水） 16:15 16:30 10月29日
（火） 9:15～10:30

（注１）リノベーション工事期間中につき、会場は宮川保育園になります。
（注２）リノベーション工事期間中につき、会場は米沢保育園になります。
（注３）よこうち認定こども園に１号認定児童として入所を希望する場合は、よこうち認定こども園の受付日にお越し
ください。

茅野市ホームページでも詳細を確認いただけます。ご不明な点等ありましたら下記までお問い合わせください。
問 幼児教育課 幼児教育係 ☎72－2101（内線622・623）

7

令和２年度
保育園等

広報ちの

2019.9

保育を必要とする事由▶
保育を必要とする事由▶児童の保護者が次のいずれ
かに該当する必要があります。
①月64時間以上の就労（会社勤務、パートタイム、
内職、自営業等）
※原則として労働に見合った対価を給与または
報酬等として受け取っている
②妊娠、出産（産前3カ月・産後6カ月）
③保護者の疾病、障害
④疾病、または身体に障害を有する親族の常時介護
⑤震災、火災、風水害等での災害復旧
⑥起業準備を含む求職活動（入所月を含む3カ月間）
⑦就学（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

保育園の耐震改修工事を行います
みどりヶ丘保育園の統廃合について検討を行ってき
た結果、市の方針として統廃合の時期を見直し、10
年間存続することになりましたので、令和２年度か
ら耐震性のないみどりヶ丘保育園の耐震工事を実施
します。工事期間中は、近隣園での合同保育を予定
しています。
詳細については、
入所説明会でご案内いたします。

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。
（広域入所児童は除きます。
）
ただし、令和元年度中に保育を必要とする事由が喪
失することにより、途中退園となる3歳未満の児童
で、令和２年度から新たに入所を希望する場合は、
入所説明会、入所受付にお越しください。

茅野聖母幼稚園入園受付
自園給食の試食があります！
所在地 茅野市仲町14-7
予定定員 120名
開所時間 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 10月２日
（水） 午前11時～
申込・予約は不要です。
入園願書受付 10月２日（水）受付開始 以降随時受付
第1次願書締切 10月11日
（金）
問 茅野聖母幼稚園 ☎72－3512

しゃれんどきっず園入園受付
所在地 茅野市ちの2819
予定定員 24名
開所時間 午前７時30分～午後６時30分
（土・日・祝日含む）
入園説明会 10月4日
（金） 午後４時～ 申込不要
入園願書受付 10月23日（水）受付開始 以降随時受付
願書締切 10月30日
（水）
問 しゃれんどきっず園 ☎82－8066
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