
令和５年度  

保育所・認定こども園・幼稚園  

募 集 要 項 
※各施設の内容をよくご確認のうえ、お申し込みください。 

※申込用紙は、市ウェブサイトからもダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園・こども園の利用を希望（１号） 

幼稚園に「子どものための教育・保育給付
支給認定(兼入所等申込書)」と「入園申込み
（私立のみ）」を申請 

 

園から市へ「子どものための教育・ 
保育給付支給認定」申請書を回付 

 

保育所・こども園の利用を希望（２・３号） 

市に「子どものための教育・保育給付支給認

定(兼入所等申込書)」を申請 
 

申請者の希望や保育所の状況により市が利用
調整（郵送・電話連絡等） 

平成２７年度から開始された子ども子育て支援新制度では、保護者が保育の必要性の有無に応じ

て、居住地の市町村より、「子どものための教育・保育給付支給認定」を受ける必要があります。

認定の区分は以下の通りです。 
1 号認定（幼稚園）：満 3歳以上で保育の必要性がない場合 

2 号認定（保育所等）：満 3歳以上で保育の必要性がある場合 

3 号認定（保育所等）：満 3歳未満で保育の必要性がある場合 

「保育の必要性」とは、Ｐ１に記載されている「保育認定基準」に該当する方となります。 

認定については、「子どものための教育・保育給付支給認定申請書」を施設の入所申込みと同時に

申請していただきます。 

入所（園）説明会へ出席し、入所（園）へ向けて準備 

入所（園）の決定 

申込方法 

入園の決定 

問い合わせ先 
二本松市保健福祉部子育て支援課 
保育所幼稚園係 電話 55-5112 



 

 

 

○開所日時 月曜日から土曜日まで（日曜、祝祭日、年末年始を除く。） 

開所時間 午前７時００分～午後６時００分 

※保護者の就労時間等に合わせた保育となりますのでご注意ください。 

○延長保育 保護者の勤務時間に応じ、保育時間を延長することができます。 

       延長保育時間 午後６時００分～午後７時００分まで 

       ※公立保育所では、満１歳以上から利用できます。 

       ※あだたら保育所では、延長保育を行っておりません。      

       ※通常の保育料のほかに延長保育料金がかかります。         

 

☆私立の園は上記と異なる場合がありますので、各施設へお問い合わせください。 

 

〇ならし保育 お子さんが施設の環境に慣れるために、保育時間を徐々に伸ばしていく、ならし保育期間 

を設けております。ならし保育希望の申し出をされた方に、入園を希望された日から前倒

しして１週間前を入所日として決定をします。 

※ならし保育期間中も保育料は発生します。（日割り計算となります。） 

※ならし保育のスケジュールや期間等は施設によって異なります。 

 

  保育認定を受ける場合、保護者が次の①～⑧のいずれかに該当することが要件となります。 

  ①就労（月あたり６４時間以上の就労） 

  ②妊娠・出産（出産前後８週間程度） 

  ③保護者の疾病・障がい（子どもの保育ができない疾病や障がいに限ります） 

  ④同居又は長期入院等している親族の介護・看護 

  ⑤災害復旧（市が認める期間） 

  ⑥求職活動（起業準備も含む）（３カ月程度・ハローワークに登録していること） 

  ⑦就学（職業訓練校等における職業訓練を含む） 

  ⑧虐待やＤＶのおそれがあること 

 

 ０～２歳児 ３歳以上児 

給食費 保育料に含まれる 実費徴収 （主食については持参となる場合があります。） 

保育料 保護者の市民税所得割額を基に算出し、 

毎年４月と９月に園を通じて通知 

無償。 

毎年４月と９月に園を通じて通知 

 

○給食 入所児童の健全な発育に必要な栄養が確保されるよう、国が示す基準により年齢別に給食を提供し

ています。※３歳児以上の主食の提供は行っておりません。 

（おひさま保育園、つばさ保育園かすみ園、アイグラン保育園油井、認定こども園まゆみ、 

認定こども園子どもの館、認定こども園まゆみぷらすは主食も提供しています。） 

    ※アレルギーがある場合、除去対応を行っております。診断書等を提出してください。 

○制服 私立認定こども園の３歳以上児、公立認定こども園の４歳以上児は指定の制服等を準備してください。 

○行事 施設により、各種保育行事等があります。その際は出席のご協力をお願いいたします。 

○その他 施設により、実費徴収がある場合があります。 

 

保育所・認定こども園（保育の必要性がある場合） 募集要項 

保育認定基準 



 

 

 

 

名  称 定員 所 在 地 電 話 入所年齢 

保育所…就労等のため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設です。 

市立にほんまつ保育園 １８０ 郭内２-１７６-１ ２２－００４２ 満６ヵ月～就学前 

市立あだたら保育所 ４０ 岳温泉１-１８３ ２４－２７５４ 満１歳～就学前 

市立あだち保育園 １２０ 油井字田向２０ ６１－３２９０ 満６ヵ月～就学前 

市立小浜保育所 ６０ 小浜字藤町２８３ ５５－２１２４ 満６ヵ月～就学前 

のびのび保育園 ４５ 金色４１７-２ ２３－４１１８ 満６ヵ月～３歳児 

ほうとく保育園 ６０ 高田２-１ ２４－８２２３ 満６ヵ月～就学前 

おひさま保育園 ４５ 高越松ヶ作３４９-２ ２３－１１９９ 満６ヵ月～就学前 

ほうとくかぶき保育園 ４９ 冠木８２-１ ２４－５６０３ 満６ヵ月～就学前 

きらきら保育園 ３０ 大壇１１７-４ ２２－５４８２ 満６ヵ月～３歳児 

つばさ保育園かすみ園 ４２ 成田町一丁目８１２-１ ２４－９９８２ 満６ヵ月～就学前 

アイグラン保育園油井 

※Ｒ５年４月開園予定 
６０ 油井字砂田１３７‐１ 

２４－１３８９ 

(開園までは不通） 
満６ヵ月～就学前 

認定こども園…幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援を行う施設です。 

市立いわしろさくらこども園 ３３ 西新殿字永作１０ ５７-２７０９ 満６ヵ月～就学前 

市立とうわこども園 ８０ 針道字大町西４６-７ ２４-８１２５ 満６ヵ月～就学前 

認定こども園まゆみ １１０ 油井字鶴巻１３８ ２２-０１４５ 満６ヵ月～就学前 

認定こども園子どもの館 ６０ 中里４９-１２ ２２-３７４５ 満６ヵ月～就学前 

認定こども園まゆみぷらす １２０ 油井字石倉８０-１ ２４-８３４５ 満６ヵ月～就学前 

認定こども園学校法人二本松学園 ８５ 亀谷一丁目２８ ２３-０６６４ 満６ヵ月～就学前 

小規模保育所…０～２歳の少人数の子どもを対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと保育を行う施設です。 

なかよし保育園 １２ 金色３９３-６ ２３-６４５６ 満６ヵ月～２歳児 

スクルドエンジェル保育園若宮園  １９ 若宮二丁目１５３-１１ ２４-７５５８ 満６ヵ月～２歳児 

 

 

 

 

 

 

 

 認 可 保 育 施 設 一 覧 



 

 

☆ 幼稚園の時間 

  月曜日から金曜日まで（祝祭日、長期休業（夏休み・冬休み・春休み）などを除く。） 

午前８時００分～午後１時００分 

 ☆ 保育料 無償です。なお、施設により、活動に係る実費徴収がある場合があります。 

☆ 昼食 弁当を持参する園と、給食を提供する園がありますので、申込みの際にご確認ください。 

     ※給食費は原則として保護者負担になります。 

☆ 制服 いずれの園も制服があります。（小浜幼稚園、公立認定こども園の３歳児を除く。） 

☆ 預かり保育 油井幼稚園（渋川含む）で実施しています。（教育標準時間終了後の利用で１日５００円） 

☆ 一時保育  各認定こども園で実施しています。（教育標準時間終了後の利用で１日５００円） 

※入園申込書の配布・受付は、各幼稚園・認定こども園にて行います。 

※休園している幼稚園の学区の方で公立幼稚園に入園希望の場合は、市役所子育て支援課へお問い合わせください。 

 

※私立幼稚園については、各施設にお問い合わせください。 

（岩代幼稚園はＨ３０年４月、二本松カトリック幼稚園はＲ２年４月より市立幼稚園と同様の制度 

（１号認定）へ移行しています。） 

 

 

 

 

幼稚園名 定員 所在地 電話 募集地区 入園年齢 

杉田幼稚園 ７０ 中江 195-1 23-0531 杉田小学校の区域 ４歳児～５歳児 

石井幼稚園（休園中） ７０ 平石町 365-1 23-4785 石井小学校の区域 ４歳児～５歳児 

油井幼稚園 １０５ 油井字台 5 23-5445 油井小学校の区域 ４歳児～５歳児 

渋川幼稚園 ３５ 渋川字神明森 27 54-2641 渋川小学校の区域 ４歳児～５歳児 

塩沢幼稚園（休園中） ３５ 塩沢町一丁目238-1 55-5112 塩沢小学校の区域 ４歳児～５歳児 

はらせ幼稚園（休園中） ３５ 原セ才木 380 55-5115 原瀬小学校の区域 ４歳児～５歳児 

大平幼稚園（休園中） ７０ 太子堂 282 55-5112 大平小学校の区域 ４歳児～５歳児 

川崎幼稚園（休園中） ３５ 上川崎字上種田 1 55-5112 川崎小学校の区域 ４歳児～５歳児 

小浜幼稚園（休園中） ３５ 小浜字藤町 100 55-5112 小浜小学校の区域 ４歳児～５歳児 

公 立 幼 稚 園 一 覧 

公立 幼稚園・認定こども園（保育の必要性がない場合） 募集要項 


