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29年度入園の申し込みは11月10日㊍から

　市内の認定こども園、幼稚園や保育所などの29年度入園の申し込みを受け付けます。在園
児の手続きについては、各園を通じてお知らせします。
●申込書…11月1日㊋から配布　
●申し込み…11月10日㊍～ 12月12日㊊　＊㊗を除く。12月13日㊋以降も随時受け付けます

　　　　　 ❷∼❹は下記の休日開庁日も受け付けます

　　　　　【本庁子育て支援課】11月13日㊐、20日㊐、27日㊐、12月4日㊐、10日㊏、11日㊐
　　　　　【各支所保健福祉課】12月11日㊐

施設の種類 対象の児童
❶1号認定／教育標準時間認定 23年4月2日～ 26年4月1日に生まれた子供

❷２号・３号認定／保育認定 満3歳以上で保護者の就労等により保育が必要な小学校入学
前の子供または満3歳未満で保育が必要な子供

❸へき地保育所 それぞれの地域内に居住する満3歳～ 5歳の子供
❹児童館 満3歳～ 5歳の子供

＊28年度に申し込んで待機になっている場合でも、29年度入園の申し込みが必要です

【認可保育所】　＊定員が変更になる場合があります

地域 区分 認可保育所名（所在地） 電話番号 定員

一関

公立 一関あおば保育園（山目字前田13-1） 21-2140 150

私立

桜保育園（字東花王町3） 23-5386 90

山目保育園（山目字館6-2） 23-5169 80

睦保育園（田村町2-14） 26-4679 75

一関藤保育園（旭町5-15） 23-3356 90

西光寺保育園（萩荘字中町20-1） 24-2130 60

幸町保育園（幸町1-14） 21-0370 75

幸町保育園分園（真柴字打越20-5） 31-1203 25

たんぽぽ保育園（赤荻字下谷地212-1） 33-2277 60

花泉 私立

涌津保育園（涌津字後山14） 82-4143 90

花泉保育園（花泉字田束93） 82-2167 90

金沢保育園（金沢字大柳60-1） 82-3312 120

大東 公立

大原保育園（大原字立町110-1） 72-2129 90

摺沢保育園（摺沢字沼田10-2） 75-2232 60

興田保育園（沖田字小七郎3-3） 74-2810 90

猿沢保育園（猿沢字上ノ洞12-1） 76-2224 60

渋民保育園（渋民字大馬場3-2） 75-3571 45

曽慶保育園（曽慶字神蔭38-2） 75-2243 45

千厩 公立

千厩保育園（千厩字宮田23） 53-2132 90

奥玉保育園（奥玉字上川原31） 56-2821 60

小梨保育園（小梨字時ノ沢109-3） 53-2135 50

東山 公立
長坂保育園（長坂字西本町130-1） 47-2145 80

松川保育園（松川字台12-3） 48-2315 45

川崎 公立 川崎保育園（薄衣字上段46） 43-3120 90

藤沢 公立 新沼保育園（新沼字関田45-10） 63-2321 45

●幼稚園を除く施設への入園について

子育て支援課（一関保健センター内）☎㉑2172

／花泉支所保健福祉課☎82 2215／大東支所保
健福祉課☎724079／千厩支所保健福祉課☎53
3956／東山支所保健福祉課☎474530／室根
支所保健福祉課☎64 3805／川崎支所保健福祉
課☎43 2115／藤沢支所保健福祉課☎63 5304

●公立幼稚園への入園について

市教育委員会学校教育課☎㉑8832

区分 施設 申込書配布 申し込み 問い合わせ
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私立
認定こども園

各認定こども園へ直接

公立幼稚園　
幼稚園、市教育委員会
学校教育課および各支
所地域振興課

施設へ直接（郵送不可）

市教育委員会学校教育
課

公立
認定こども園

子育て支援課および各
支所保健福祉課

子育て支援課または
室根・藤沢支所保健
福祉課

❷
２
号
・
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定（
保
育
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）

公立保育園　

子育て支援課または各
支所保健福祉課に直接
（郵送不可）

子育て支援課または各
支所保健福祉課

公立
認定こども園
私立保育園
私立
認定こども園
小規模保育事業・
家庭的保育事業

❸へき地保育所
各施設または子育て支
援課

各施設または子育て支
援課に直接（郵送不可）

子育て支援課

❹児童館
各施設、子育て支援課
または東山支所保健
福祉課

各施設、子育て支援課
または東山支所保健福
祉課に直接（郵送不可）

子育て支援課または
千厩・東山支所保健福
祉課

【幼稚園】
地域 区分 幼稚園名（所在地） 電話番号 定員

一関 公立

舞川幼稚園（舞川字館ノ越22-12） 28-2112 60

真滝幼稚園（滝沢字水口103-2） 21-2156 60

厳美幼稚園（厳美町字鴻ノ巣161-1） 29-2622 60

赤荻幼稚園（赤荻字桜町237-2） 25-4188 90

萩荘幼稚園（萩荘境ノ神237-1） 24-2340 90

狐禅寺幼稚園（狐禅寺字小倉沢100-1） 21-2177 50

弥栄幼稚園（弥栄字茄子沢236-24） 43-3128 50

花泉 公立 いずみの森幼稚園（涌津字悪法師38-312） 82-1001 90

大東 公立 摺沢幼稚園（摺沢字観音堂82-2） 75-2238 60

東山 公立 げいび幼稚園（長坂字西本町136-4） 47-2147 60

【児童館】　
地域 区分 児童館名（所在地） 電話番号 定員

千厩 公立 磐清水児童館（磐清水字蒲沢101-1） 52-2618 50

東山 公立 田河津児童館（田河津石ノ森2-3） 47-2229 40

＊磐清水児童館に併設している保育施設は29年度から休館

【小規模保育事業】　
地域 区分 事業所名（所在地） 電話番号 定員

一関 私立 こぐま保育園（新大町35） 48-3143 19

花泉 私立 丸喜の家にこにこ保育園（涌津字上原 10-2）82-2469 18

私立幼稚園の申し込みも始まります

地域 区分 保育園名（所在地） 電話番号 定員

一関
私立

愛心幼稚園（大手町7-5） 23-5431 265

千厩 カトリック清心幼稚園（千厩字町浦47-1） 52-2485 140

　私立幼稚園の入園申し込みを、11月10日㊍から受け付
けます。所得に応じて保育料が軽減される就園奨励費制
度があります。入園手続きや保育料など、詳しくはそれぞ

れの幼稚園へ問い合わせてください。
●申し込み…11月10日㊍から随時受け付け
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ど【へき地保育所】　＊保育園がある地域の子どもに限り入所できます

地域 区分 保育所名（所在地） 電話番号 定員

一関 公立
市野々保育園（萩荘字上本郷459） 38-2010 30

本寺保育園（厳美町字若井原159-3） 39-2308 30

問い合わせ先

【認定こども園】　＊定員が変更になる場合があります

地域 区分 認定こども園名（所在地） 電話番号 定員

一関 私立

認定龍澤寺こども園
（山目町3丁目2-19）

26-4821 教育認
定 114

26-2777 保育認
定 60

修紅短期大学附属認定こども園
（萩荘字竹際71-2） 24-5005

教育認
定 90

保育認
定 150

認定こども園一関幼稚園
（釣山31-4） 23-5153

教育認
定 120

保育認
定 80

認定こども園一関南保育園
（関が丘30-1）　 26-2521

教育認
定 10

保育認
定 60

認定こども園赤荻保育園
（赤荻字清水8-5） 25-4327

教育認
定 6

保育認
定 90

花泉 私立 幼保連携型認定こども園花泉こど
も園（老松字水沢9） 82-4248

教育認
定 45

保育認
定 45

千厩 私立 認定こども園千厩小羊幼稚園・千
厩こひつじ園（千厩字北方130-2）52-5244

教育認
定 30

保育認
定 87

室根 公立 室根こども園（折壁字八幡沖373-1）64-3219
教育認

定 30

保育認
定 80

藤沢 公立
藤沢こども園（藤沢字仁郷41-2）

63-2427 教育認
定 50

63-2124 保育認
定 90

黄海こども園（黄海字天堤11-1）
63-4262 教育認

定 50

63-2125 保育認
定 45

【家庭的保育事業】　
地域 区分 事業所名（所在地） 電話番号 定員

一関 私立 さわ保育園（字沢37-5） 26-1363 5

公立幼稚園で「預かり保育」を実施します

　29年４月から、全ての公立幼稚園で、教育時間終了後と長期休業期間中に園児を預かる「預かり保育」を実施します。利用
を希望する人は各幼稚園で配布する申込書を各幼稚園に29年１月31日㊋までに提出してください。
●対象…公立幼稚園に在園し、保護者が就労、看護、介護などにより預かり保育を必要とする児童
●実施日と実施時間…❶㊊～㊎の教育時間終了後～ 18:00❷長期休業日（夏休み、冬休み、学年始末休業日）の8:30～
18:00　＊㊏㊐㊗と年末年始は実施しません

●保育料…❶【常時利用する場合】園児1人につき月額7,700円❷【一時利用する場合】１回400円、長期休業日は１回900

円　＊おやつは提供しますが、弁当は各家庭から持参してください

問市教育委員会学校教育課☎㉑8832または各公立幼稚園

保育施設一覧


