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申込書類は、10月15日㈮から各受付場所で配布を開始します！
（市ウェブサイトからもダウンロードできます）

施設名 住所（一部省略） 対象年齢

認
定
こ
ど
も
園

太陽認定こども園 古川福浦二丁目 2カ月児～
虹の精認定こども園 古川福浦字道ノ上 2カ月児～
ほなみの杜こども園 古川石森字本宮崎 2カ月児～
認定いわでやまこども園 岩出山字二ノ構 おおむね9カ月～
鳴子こども園 鳴子温泉字上鳴子 生後57日目～

総
合
施
設

田尻すまいる園 田尻沼部字新堀 2カ月児～
三本木ひまわり園 三本木字鹿野沢 2カ月児～
鹿島台なかよし園 鹿島台木間塚字小谷地 2カ月児～
松山あおぞら園 松山千石字舛形 2カ月児～

小
規
模
・
家
庭
的
保
育
施
設

のんちゃんハウス 古川穂波八丁目 2カ月児～2歳児
つくし保育園 古川穂波二丁目 2カ月児～2歳児
ぽかぽか保育園 古川福浦一丁目 2カ月児～2歳児
おむすび保育園古川福沼園 古川福沼一丁目 2カ月児～2歳児
マザーズルーム保育園 古川沢田字立海道 2カ月児～2歳児
にこにこ保育園 古川字本鹿島 2カ月児～2歳児
バイリンガル保育園 古川穂波三丁目 2カ月児～2歳児
バイリンガル保育園アネックス 古川穂波三丁目 2歳児
バイリンガル保育園ナーサリー 古川穂波三丁目 2カ月児～2歳児
宮沢とまと保育園 古川桜ノ目字新沢目 2カ月児～2歳児
穂波の郷育伸キッズ保育園 古川穂波六丁目 2カ月児～2歳児
ケヤキッズとおかまち保育園 古川十日町 2カ月児～2歳児
中里メリー保育園 古川中里六丁目 2カ月児～2歳児
もりのなかま保育園大崎古川園 古川大宮七丁目 3カ月児～2歳児

※認定こども園幼稚園部門の対象年齢は、3歳以上児です。
※他市町村の保育施設を希望し、かつ大崎市の募集期間より、前に受

け付けが終了してしまう自治体に申し込み予定の場合は、あらか
じめ子ども保育課に相談してください。

施設名 住所（一部省略） 対象年齢

保
育
所（
園
）

古川北町保育所 古川北町四丁目 2カ月児～
古川西保育所 古川諏訪三丁目 2カ月児～
古川たんぽぽ保育所 古川小稲葉町 3歳児～
古川東町カトリック保育園 古川東町 生後57日目～
こばと保育園 古川大宮一丁目 2カ月児～
宮城第一保育園 古川駅東一丁目 2カ月児～
古川みなみ保育園 古川穂波三丁目 2カ月児～
さくら保育園 古川稲葉一丁目 2カ月児～
古川ももの木保育園 古川駅東二丁目 生後57日目～
わかば保育園 古川南町四丁目 2カ月児～
鴻ノ巣保育園 古川稲葉字鴻ノ巣 2カ月児～
わんぱく保育園 古川沢田字新原際 2カ月児～
大幡保育園 古川大幡字月蔵 2カ月児～
いちょう保育園 古川李埣二丁目 生後57日目～
わかば第二保育園 古川穂波八丁目 2カ月児～
えがおの保育園 古川宮内字西高畑 2カ月児～
大崎キッズイマジン保育園 古川塚目字屋敷 2カ月児～
古川くりの木保育園 古川福沼二丁目 生後57日目～
かえで保育園　 古川小稲葉町 生後57日目～
バオバブ保育園 古川北稲葉三丁目 生後57日目～
わかば第三保育園 古川城西二丁目 2カ月児～
スケッチ保育園 古川駅南二丁目 生後57日目～
もりのなかま保育園古川北町園 古川北町三丁目 2カ月児～
げんき保育園 古川西荒井字上田 2カ月児～
鹿島台保育園 鹿島台広長字内ノ浦 2カ月児～
岩出山保育所 岩出山字下川原町 2カ月児～
岩出山保育所真山分園 岩出山字上真山 10カ月児～
川渡カトリック保育園 鳴子温泉字坂ノ上 3カ月児～

■保育時間　
月曜～土曜日（祝日・年末年始除く）　7時～19時
※施設によって開所・閉所時間が異なります。
■対象
市内在住で、親の就労や病気などの理由で家庭内保育が受
けられない就学前の児童
※出産予定の場合は、出産予定日が令和4年2月1日まで

の児童が、令和4年4月1日入所の対象です。
■料金（年齢は令和4年4月1日時点）

年齢 保育料（1カ月） 注意点

3歳未満児 0～5万円 父母の所得で異なります（主食
費・副食費などを含む）。

3歳以上児 無償 主食費・副食費などは施設への支
払いが必要です。

※ひとり親世帯・兄弟などを対象に軽減になる場合があり
ます。

■受付場所・時間　
場所 時間

子ども保育課（市役所西庁舎2階） 平日
8時30分～17時15分

（閉庁日を除く）
鹿島台・岩出山・鳴子総合支所市民福祉課
各子育て支援総合施設
わいわいキッズ大崎 平日　9時～16時
※郵送でも受け付けます。本人確認書類の写しを同封して

ください。
■その他　
期間後も受け付けますが、令和4年4月1日の入所選考は
期間内に受け付けしたものが優先です。
令和4年4月2日以降の入所申込は、令和4年3月2日か
ら受け付けを行います。

①教育・保育給付認定申請書兼保育の利用申込書
②児童調査票
③保育の必要性を証明する書類（父母の稼働状況報
告書など）
④個人番号が分かるもの　など

問 子ども保育課子ども保育担当 ☎23-6040

❖ 保育所（園）、認定こども園、子育て支援総合施設、小規模・
家庭的保育施設一覧

保育所（園）、子育て支援総合施設、認定こども園、小規模・家庭的保育施設

申し
込み

必要
書類

11月1日㈪～19日㈮
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申込書類は、10月6日㈬から配布を開始します！
（市ウェブサイトからもダウンロードできます）

■保育時間　
【平日】　学校下校時～19時
【土曜日・学校休業日】　7時30分～19時（長期休
業期間・振替休業日を含む）
■対象
市内の小学校に在学し、親の就労や病気などの理
由で保護者が日中家庭にいない児童
■申請書配布場所
各児童館、放課後児童クラブ、就学時健診会場、子
育て支援課
■料金

利用形態 実施日の目安 保育料
通年利用 毎週月曜～土曜日 月額 3,000円

長期休業期間の
み利用

学年始休業 1,000円
夏季休業 5,000円
冬季休業 1,000円
学年末休業 1,000円

緊急一時預かり 1日単位 日額 500円
■その他
緊急一時預かりの利用は、その都度事前に申請が
必要です。

❖ 放課後児童クラブ一覧
学区 放課後児童クラブ名 実施場所 申込先

古川
第一

古川わかば放課後
児童クラブ

古川中央児童館
（古川千手寺二丁目3-
1）

古川中央児童館
☎23-0430

古川
第二

古川なかよし放課
後児童クラブ

古川東児童センター
（古川駅東二丁目6-32）

古川東児童センター
☎23-1055

古川
第三

古川めだか放課後
児童クラブ

古川南児童センター
（古川南町三丁目7-26）

古川南児童センター
☎22-3610

古川
第三

古川第2・第3めだか
放課後児童クラブ

古川南放課後児童クラブ室
（古川第三小学校敷地内）

古川第2・第3めだか放
課後児童クラブ 
☎25-9905

古川
第四

古川あすなろ放課
後児童クラブ

古川大宮児童センター
（古川大宮四丁目9-8）

古川大宮児童センター
☎23-1120

古川
第四

古川第2・第3あすな
ろ放課後児童クラブ

古川大宮放課後児童クラブ室
（古川第四小学校敷地内）

古川第2・第3あすなろ
放課後児童クラブ 
☎25-4199

古川
第五

古川つくしんぼ・第2つく
しんぼ放課後児童クラブ

古川稲葉児童センター
（古川穂波三丁目6-2）

古川稲葉児童センター
☎24-8513

古川
第五

古 川 第3・第4つ く し
んぼ放課後児童クラブ

古川稲葉放課後児童クラブ室
（古川第五小学校敷地内）

古 川 第3・第4つ く し
んぼ放課後児童クラブ
☎87-3972

松山 松山放課後児童ク
ラブ

松山放課後児童クラブ室
（松山千石字舛形130-1）

松山総合支所市民福祉課
☎55-5020
松山放課後児童クラブ
☎55-5733

三本木 三本木放課後児童
クラブ

三本木児童交流センター
（三本木字鹿野沢7-1）

三本木児童交流センター
☎52-2078

鹿島台 鹿島台放課後児童
クラブ

鹿島台中央児童館
（鹿島台木間塚字姥ヶ
沢98-1）

鹿島台中央児童館
☎56-4672

岩出山 岩出山放課後児童
クラブ 岩出山小学校内

岩出山総合支所市民福
祉課　☎72-1214
岩出山放課後児童クラブ
☎72-0210

鳴子 鳴子放課後児童ク
ラブ 鳴子小学校内 鳴子放課後児童クラブ

☎82-2188

田尻 田尻放課後児童ク
ラブ

田尻幼稚園内
（田尻通木字新一所谷
1-1）

田尻沼部放課後児童ク
ラブ　☎39-3955

沼部 田尻沼部放課後児
童クラブ

田尻保健センター内
（田尻沼部字富岡166）

田尻沼部放課後児童ク
ラブ　☎39-3955

大貫 田尻大貫放課後児
童クラブ

大貫幼稚園内
（田尻大貫字境36-1）

田尻沼部放課後児童ク
ラブ　☎39-3955

①放課後児童クラブ利用申請書およ
び家庭状況調査票
②留守家庭を証明する書類（父母の
稼働状況報告書など）

子育て支援課（市役所西庁舎2階）ま
たは希望する施設の申込先（左表）に
申し込みしてください。
郵送する場合は、子育て支援課（989
-6188古川七日町1番1号）宛て郵
送してください。

放課後児童クラブ

問い合わせ先
◆幼稚園に関すること
問 学校教育課学事担当 ☎72-5033
◆保育所（園）、子育て支援総合施設、認定こども
園、保育施設に関すること
問 子ども保育課子ども保育担当 ☎23-6040
◆放課後児童クラブに関すること
問 子育て支援課児童福祉担当 ☎23-6045

問 子育て支援課児童福祉担当 ☎23-6045

申し
込み

申込先

必要
書類

11月1日㈪～30日㈫

11月1日㈪～12月10日㈮
三本木、鹿島台、岩出山、田尻地域の期間

古川、松山、鳴子温泉地域の期間


