
　保護者が働いていたり、病気の状態にあるなどのため、家庭において十分保育することができない

お子さんを、家庭の保護者にかわって保育することを目的とする児童福祉施設です。

■入所対象者

　　市内にお住まいで保育を必要とする事由のある就学前のお子さん

■利用料

　　保護者の収入等諸条件によって異なりますので、担当窓口にお問い合わせ下さい。

■施設概要

認可保育所  

認定こども園

   認定こども園の保育部分は、保育を必要とする場合のみ利用可能です。伊達市役所へ入所時の
申請が必要な他、直接京王幼稚園へ「入園願書」の提出が必要です。
　京王幼稚園の教育部分の利用を希望する場合は、直接幼稚園へお申し込み下さい。

■お問い合わせ

　　子育て支援課保育係 　 ☎ ８２－３１９４（課直通）

児童福祉施設

保　育　所

運営 施設名 定員 入所対象年齢 開所時間
(延長保育時間)

所　　在 TEL

市立  ひまわり保育所 　120人 
生後５ヶ月を超えた翌月
から満４歳未満

7:30～18:30  竹原町57-1 25-3493

市立  くるみ保育所 ９0人 １歳６ヶ月以上５歳まで 7:30～18:30  末永町94-91 25-1165

市立  大滝保育所 30人 
生後５ヶ月を超えた翌月
から５歳まで

7:45～18:00  大滝区本郷町84 68-6262

私立  伊達保育所 60人 １歳６ヶ月以上５歳まで 7:30～19:30
(延・18:30～19:30)

 大町18 23-4017

私立  うす保育所 30人 満１歳以上５歳まで 7:45～18:00  有珠町1-１ 38-2598

私立  ふたば保育所 ９0人 
生後５ヶ月を超えた翌月
から５歳まで

7:15～19:15
(延・18:15～19:15)

 館山下町160 23-2792

私立  虹の橋保育園 60人 生後57日以上５歳まで
7:00～19:00
(延・7:00～7:30)

(延・18:30～19:０0)
 舟岡町200-142 25-7111

私立  つつじ保育所 120人 
生後５ヶ月を超えた翌月
から５歳まで

7:30～19:30
(延・18:30～19:30)

 舟岡町344-4 25-1918

TEL

25-5454

運営 施設名
保育部分

定員
入所対象年齢 開所時間

(延長保育時間)
所　　在

15人 ３歳から５歳まで
7:00～19:00
(延・7:00～7:30)

(延・18:30～19:00)
 館山町15私立 京王幼稚園
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　保護者の個人的理由・社会的理由にかかわらず、保護者による家庭での保育が一時的に困難となっ

た場合に、月12日を限度として、就学前のお子さんを保育します。

■利用対象

　　認可保育所（園）や認定子ども園の保育部分に入所していない満1歳以上小学校就学前のお子さん

■利用定員

　　１日６人

■利用日時

　　月～土曜日（祝日・年末年始は除きます）　　　

　　午前８時３０分～午後４時３０分（延長保育あり）

■利用料

　　１日　2,000円（午前８時３０分～午後４時３０分）

　　半日　1,000円（午前８時３０分～午後１２時３０または午後１２時３０分～午後４時３０分）

　　　　　※前年度非課税世帯は免除になります。

■延長利用料

　　午前　500円　（午前７時３０分～午前８時３０分）

　　午後　500円　（午後４時３０分～午後５時３０分）

■実施施設

　　虹の橋保育園

　　住所：伊達市舟岡町２００－１４２　　　　　

■お申込み先・お問い合わせ

　　虹の橋保育園 ☎ ２５－７１１１

　病気のお子さんを就労中の保護者に代わって、看護師や保育士が看護しながら保育します。

■利用対象

　　生後５ヶ月から小学校６年生まで

■利用定員

　　１日２人

■利用日時

　　月～金曜日（土日祝日・お盆休み・年末年始は除きます）

　　午前８時～午後６時

■利用料

　　１日　1,800円（生活保護世帯・前年度非課税世帯は免除になります）

■実施施設

　　メイの家

　　住所：伊達市松ヶ枝町３０－８　インター通り小児科裏
　 　　

■お申込み先・お問い合わせ

　　メイの家 ☎ ２１－３３８８

一 時 保 育

病 児 保 育
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　児童を養育している保護者の方が病気や出産などの社会的理由によって、一時的に児童を家庭内で

養育できないときに、児童福祉施設に児童を一時的に預けることが出来ます。

■利用対象

■利用日数

　　原則として７日間以内

■利用料金

■実施施設

　　児童養護施設わかすぎ学園

　　住所：室蘭市母恋南町５丁目５番３９号　　TEL・FAX：0143－23－7984

■お申込み先

■お問い合わせ

　　子育て支援課児童家庭係 　 ☎ ８２－３１９４（課直通）

１，１００円 １，０００円

　　満1歳から18歳までの児童で、必要があると認められる場合

世帯区分 ２歳未満の児童 ２歳以上の児童

子どもショートステイ事業

　その他の世帯 ５，３５０円 ２，７５０円

　生活保護世帯 　　　　０円 　　　　０円

　市民税非課税世帯

　　伊達市子育て支援課児童家庭係
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　保護者が就労により昼間家庭にいなかったり、病気などで誰も子どもを監護できない家庭の小学校

児童に対し、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与えて、健全な育成を図ることを目的とする施

設です。

■対象児童

　　小学校1年生から小学校6年生まで

■利用料

　　負担金：児童1人につき月額6,000円、長期休み（夏・冬）のみ各6,000円

　　減免制度もありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

■開設時間

　　（平日）下校時間～午後６時

　　（土曜日・長期休み・学校行事による休日）午前８時～午後６時

■休日保育

　児童クラブが休所となる日曜日、国民の祝日（12/31～1/5を除く）に保護者が就労などにより

保育できない場合、ほしのこ児童クラブを利用できます。

　校区外から利用する場合は、保護者の送迎が必要となります。

　　日額1,500円　（利用時間が、5時間30分以内の場合は日額1,000円）

　　減免制度もありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

■施設概要

■お問い合わせ

　　教育委員会生涯学習課社会教育係 　 ☎ ８２－３２９９（課直通）

放課後児童クラブ

施設名 定員 対象児童 所　　在 TEL

 うめのこ児童クラブ ４０人

 伊達小学校

梅本町50-196
（中央区第一自治会館内）

23-7369

 さくら児童クラブ ４０人
梅本町37-6
（梅本交番裏）

23-3225

 あやめ児童クラブ ４０人

 第１やまびこ児童クラブ ３５人

 東小学校
 黄金小学校

弄月町207-1
（東小学校敷地内）

25-6988 第２やまびこ児童クラブ ３５人

 第３やまびこ児童クラブ ４０人

 伊達西小学校
 関内小学校

末永町8-3
（伊達西小学校向かい）

23-2997 かぜのこ児童クラブ ４０人

 きたのこ児童クラブ ４０人

 ほしのこ児童クラブ ４０人

 ながわ児童クラブ ２０人  長和小学校
長和町462-1
（長和小学校内）

25-5800

 まれふ児童クラブ １５人  稀府小学校
中稀府町85
（稀府小旧教職員住宅）

24-1400

 うす児童クラブ １５人  有珠小学校
向有珠町195-2
（有珠小学校内）

38-2150

 おおたき児童クラブ １５人 大滝徳舜瞥学校
大滝区本郷町84-1
（大滝基幹集落センター内）

68-5115
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　児童館は、自由に来館して遊ぶことができる場所です。異年齢の子ども達が集まり、仲間と様々な

遊びをとおして心身ともに成長を育くむことを目的とした場所です。

　また、貸館事業として、児童育成団体に活動の場を提供しています。

■対象児童

　　18歳未満の児童生徒および保護者

■利用料

　　無料

■開館日・時間

　　 午後１時～午後５時

　　 午後１時～午後５時

 　　　　　　　　　　　  （土曜日、長期休み）　　　　　　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時午前９時～正午、午後１時～午後５時

■休館日

日曜日、国民の祝日（振替休日含む）、年末年始（毎年12/31～1/5）

日曜日、国民の休日（振替休日含む）、お盆（8/13～16）
年末年始（毎年12/29～1/3）

　
■施設概要

児  童  館

　旭町児童館
　山下町児童館

学校の登校日、土曜日、長期休み　

　なないろ児童館　　　
学校の登校日                         
土曜日、長期休み　

　旭町児童館　

　なないろ児童館
　山下町児童館

施設名 所　　在 TEL お問い合わせ

　旭町児童館 　旭町5２ 23-6876
 伊達市子育て支援課児童家庭係
 ☎82-3194（課直通）

 社会福祉法人伊達睦会
 ☎23-4017（伊達保育所内）

　なないろ児童館 　舟岡町200-143 22-7716
 社会福祉法人くさぶえ
 ☎82-6223

　山下町児童館 　山下町118-2 25-2900
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　0歳から小学校就学前のお子さんやその保護者の方、これから親になるマタニティーの方が気軽に

安心して利用できる子育て活動の場です。

■利用料

　　無料

■施設概要

　★えがお

 　  　住所：伊達市末永町92番地6　

　                                                 　

月 火 水 木 金 土 日

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

　★おひさま（虹の橋保育園併設）

　   　住所：伊達市舟岡町200番地142　　

月 火 水 木 金 土 日

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

　★くろーばー（ふたば保育所併設）

   　　住所：伊達市館山下町160番地　　　 

月 火 水 木 金 土 日

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

■お問い合わせ

　　子育て支援センターえがお　 ☎ ２1－３415

子育て支援センター

　保育・子育ての経験豊富な職員が、子育てにおいて気になることや心配ごとの相談に応じます。

0歳児・マタニティ開放日 毎月第1・3水曜日

TEL・FAX：21－3415

E-mail　egao@kusabue.or.jp

時  間

午後1時30分～午後4時

1歳児開放日 毎月第1水曜日 午前9時30分～正午

センター開放日
 午前9時30分～正午

 午後1時30分～午後4時

育児相談  午前8時45分～午後5時30分

TEL：25－7111　　FAX：25－7155

時  間

 午後1時30分～午後4時

育児相談  午前9時30分～午後4時

TEL：23－2792

時  間

センター開放日
 午前9時30分～正午

 午後1時30分～午後4時

育児相談  午前9時30分～午後4時

センター開放日
 午前9時30分～正午
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