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保育認定の要件 提出書類

問　子育て支援課保育係
　　（市役所１階⑥番窓口☎23–3331 内線318・324・328）

問　子育て支援課児童家庭係
　　（市役所１階⑥番窓口☎23–3331 内線323・325）

入所（園）受付開始平成30年度入所受付開始平成30年度

保育所（園）放課後
児童クラブ

　保育認定を受けた世帯で、保育所での
集団生活が可能なお子さんをお預かりし
ます。

　放課後児童クラブは、保護者が仕事など
で昼間家にいない家庭の小学生のための安
心・安全な居場所です。

期　　間 時　　間 場　　所

申込書の配付 11月13日㈪～12月 7 日㈭

午前 ８時45分～午後 5時30分（土・日曜日、祝日を除く） ⃝子育て支援課保育係
⃝大滝総合支所

各子育て支援センターの開所時間（土・日曜日、祝日を除く）各子育て支援センター

各保育所の開所時間（日曜日、祝日を除く） 市内各保育所

継続入所受付 12月 2 日㈯～ 7日㈭
午前 ８時45分～午後 ８時（土・日曜日は午前 ９時～午後 1時）子育て支援課保育係

午前 ８時45分～午後 5時30分（土・日曜日を除く） 大滝総合支所

新規入所受付
12月 ８ 日㈮・ ９日㈯ 午前 ９時30分～午後 5時 市保健センター�

※�必ず入所するお子さんと一緒にお
越しください12月10日㈰ 午前 ９時30分～午後 1時

保護者が次の条件にあてはまり、お子さんを保育するのが困難な場合
　❶就労・就学している
　❷妊娠中か出産後間もない
　❸病気療養中か、精神・身体に障がいがある
　❹同居者親族を常時介護・看護している
　❺災害の復旧にあたっている�
　❻求職活動を行っている
　❼その他、市長が認める場合

❶保育所入所申請書
❷保育が必要な理由を証明する書類（就労証明書など）
❸�申請者本人の個人番号カードか、通知カードと運転免許証などの
身分証明書（顔写真がない証明書は 2点必要）
❹世帯全員の個人番号
❺�平成2９年 1 月 1 日に伊達市にお住まいではないときは、平成2９年
分市民税の額がわかる書類（課税証明書など）
※申込書などの様式は、市ホームページからもダウンロードできます

名称 定員 開所時間（日曜日・祝日・年末年始（12月31日～翌年 1月 5日）は休み） 年齢（平成30年 4 月 1 日現在）

公
立

ひまわり保育所（竹原町 ) 120人
午前 7時30分～午後 ６時30分

生後 5ヵ月を超えた翌月から
満 4歳未満

くるみ保育所（末永町） ９0人 1 歳 ６ ヵ月以上

大滝保育所（大滝区本郷町） 30人 午前 7時45分～午後 ６時 生後 5ヵ月を超えた翌月から

私
立

伊達保育所（大町） ６0人 午前 7時30分～午後 7時30分
※延長保育：午後 ６時30分～ 7時30分 1 歳 ６ ヵ月以上

うす保育所（有珠町） 30人 午前 7時45分～午後 ６時 満 1歳以上

ふたば保育所（山下町） ９0人 午前 7時15分～午後 7時15分
※延長保育：午後 ６時15分～ 7時15分 生後 5ヵ月を超えた翌月から

虹の橋保育園（舟岡町） ６0人 午前 7時～午後 7時
※延長保育：午前 7時～ 7時30分、 午後 ６時30分～ 7時 生後57日目から

つつじ保育所（舟岡町） 120人 午前 7時30分～午後 7時30分
※延長保育：午後 ６時30分～ 7時30分 生後 5ヵ月を超えた翌月から

※ひまわり保育所は来年 4月に竹原町に移転し、満 4歳未満児まで受け入れる予定です
※来年 4月から京王幼稚園が「認定こども園」に移行する予定です。手続方法など詳しくは京王幼稚園（☎23－5454）にお問い合わせください
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申込受付期間 時　　間 場　　所

12月 2 日㈯～ 7日㈭
月～木曜日　午前 ８時45分～午後 ８時

子育て支援課児童家庭係
土・日曜日　午前 ９時～午後 1時

12月 4 日㈪～ ８日㈮ 午前 ８時45分～午後 5時30分 大滝総合支所

12月 ８ 日㈮・ ９日㈯ 午前 ９時30分～午後 5時
市保健センター

12月10日㈰ 午前 ９時30分～午後 1時
※長期休み（夏休みや冬休みなど）のみ利用希望の方も、必ずこの期間に申請してください

問　子育て支援課保育係
　　（市役所１階⑥番窓口☎23–3331 内線318・324・328）

問　子育て支援課児童家庭係
　　（市役所１階⑥番窓口☎23–3331 内線323・325）

入所（園）受付開始平成30年度入所受付開始平成30年度

保育所（園）放課後
児童クラブ

　保育認定を受けた世帯で、保育所での
集団生活が可能なお子さんをお預かりし
ます。

　放課後児童クラブは、保護者が仕事など
で昼間家にいない家庭の小学生のための安
心・安全な居場所です。

名称 定員 開設場所 対象校

うめのこ児童クラブ

120人

中央区第一自治会館

伊達小学校さくら児童クラブ
さくら児童クラブ

あやめ児童クラブ

第 1やまびこ児童クラブ

110人 やまびこ児童クラブ
東小学校
黄金小学校

第 2やまびこ児童クラブ

第 3やまびこ児童クラブ

名称 定員 開設場所 対象校

ほしのこ児童クラブ

120人 ほしのこ児童クラブ 伊達西小学校
関内小学校かぜのこ児童クラブ

きたのこ児童クラブ

ながわ児童クラブ 20人 長和小学校内 長和小学校

まれふ児童クラブ 15人 旧稀府小教員住宅 稀府小学校

うす児童クラブ 15人 有珠小学校内 有珠小学校

おおたき児童クラブ 15人 大滝基幹
集落センター内 大滝小学校

内　　容 提出書類

保育時間　下校時から午後 ６時（最長で午後 ６時30分）
　　　　　�（夏・冬・春休みと土曜日、学校行事で休みの日は午前 ８時
　　　　　から）
休所日　日曜日、祝日、年末年始（12月31日～翌年 1月 5日）
運営負担金　児童１人につき月額６,000円
　　　　　　（生活保護世帯などに減免制度あり）
入�所の決定　�市の基準に基づいて、保育の必要性が高い 1年生から順

に入所を決定します。入所希望者数が定員を超えたときは、
年長児童から待機になります。

休日保育　ほしのこ児童クラブで開設します。
　　　　　日時：日曜日・祝日の午前 ８時～午後 ６時30分
　　　　　　　　（年末年始を除く）
　　　　　負担金：日額1,500円

❶児童クラブ入所申請書
❷児童状況届
❸保育が必要な理由を証明する書類（就労証明書など）
❹口座振替依頼書
※�申請書などは、担当窓口で随時お渡ししているほか、市ホームペー
ジからもダウンロードできます
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