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令和 2年度 4月・5月

区分 施設名
定員 ( 人 )

対象年齢 開所・開園時間等
１号 ２・３号

公立幼稚園 安来幼稚園 １８０ －

３歳児～就学前

8 時 30 分～ 14 時
◆預かり保育 (14 時
以降の保育 ) あり。

公立

認定こども園

島田こども園 ５０ １０（２号のみ）

【１号】

8 時 30 分～ 14 時

◆預かり保育 (14 時

以降の保育 ) は各園

で異なります。

【２・３号】
7 時～ 19 時
◆延長保育時間は保
護者の認定状況で異
なります。

能義こども園 ５０ １０（２号のみ）

認定こども園荒島 １９ ８０
１歳～就学前

◆１号は３歳児～
認定こども園大塚 ５ ６０

認定こども園広瀬※ ２０ ６５

認定こども園飯梨※ ５ ５５

生後 57 日～就学前

◆１号は３歳児～

認定こども園布部 ５ ３０

認定こども園比田 ５ ３０

認定こども園安田 １０ ７０

認定こども園母里 １０ ６０

認定こども園井尻 ５ ２７

認定こども園赤屋 ５ ２５

私立

認定こども園

ふたばこども園 １５ １３０
生後 57 日～就学前

◆ 1 号は３歳児～
あかえこども園 １５ ８０

認定こども園ひろせ保育園 ※　　   ９ １１０

公立保育所
安来保育所 － １１０ 生後 57 日～就学前 7 時～ 19 時

◆あゆみ保育園は
7 時 30 分 ～ 19 時
30 分
◆延長保育時間は保
護者の認定状況で異
なります。

切川保育所 － ６０ １歳～就学前

私立保育所

やすぎ保育園

－

６０

生後 57 日～就学前
みゆき保育園 １２０

あゆみ保育園 ３８

城谷保育所 １２０

【市内の幼稚園・認定こども園・保育所 ( 園 )の募集内容】

※現ひろせ保育園は令和 2 年度から認定こども園として運営する予定です。

※令和２年度から認定こども園広瀬と認定こども園飯梨の対象年齢が変更となります。

入園（所）を希望する施設に応じた「教育

標準時間認定」や「保育認定」を受ける必

要があります。安来市では認定申請と入園

（所）申し込みを同時に受け付けます。

募集期間は、

11 月 25 日㈪～ 12 月 13 日㈮

令令和和 2年年度度 4月月 5月月令令令和和 2年年度度 4月月 5月月

募集期間は募集期間は

入園・入所児童

　　を募集します

認定こども園飯梨の
さくら組の皆さん

保育所・幼稚園・認定こども園に
関する市ホームページ（QR コード）

幼稚園・認定こども園・保育所 ( 園 )
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【教育・保育施設利用のための３つの認定区分】

認定区分 対象年齢
教育・

保育の形態
利用施設

1 号認定（教育標準時間認定）３～５歳児
教育を希望し、保育

の必要がない場合

●幼稚園

●認定こども園

2 号認定（保育認定） ３～５歳児 保 育 の 必 要 な 事 由
があり、保育所など
で の 保 育 を 希 望 す
る場合

●保育所 ( 園 )

●認定こども園
３号認定（保育認定） ０～２歳児

対象　市内在住で、教育を希望する下記の児童

　　５歳児 ･･･ 平成 26年４月２日～平成27年４

　　　　　　　月１日生

　　４歳児 ･･･ 平成 27年４月２日～平成28年４

　　　　　　　月１日生

　　３歳児 ･･･ 平成 28年４月２日～平成29年４

　　　　　　　月１日生

教育標準時間　８時30分～14時

　※教育標準時間を除く預かり保育（14時以降の

　　保育）は、幼稚園・認定こども園により異なり

　　ます。詳しくは、各園までお問い合わせください。

保育料　0円（給食費が別途必要）

　※教育標準時間外は、利用時間に応じて預かり

　　保育料が別途かかります。

申し込み先　各園へ申込書を提出してください。

その他　現在入園中の園児についても、申し込みが

　必要です。各園の応募状況によっては、他の園へ

　調整を行います。

　◆認定区分：１号

　　　幼稚園・認定こども園

　◆認定区分：２号・３号

　　　保育所（園）・認定こども園

6月以降の

年度途中に入所するには

●募集期間　11月 25 日～ 12 月 13 日　●問い合わせ：子ども未来課　☎ 23-3214

申込書類は各申込先にあります。また、市ホームページからダウンロードできます。

対 象　市内在住で、保護者が仕事や病気などのため

保育施設での保育を必要とする人

開所（園）時間　７時～19時　

　　（あゆみ保育園は７時30分～19時 30分）

　※延長保育の時間は、保護者の認定状況により　

　異なります。

保育料　３歳児以上0円（給食費が別途必要）　
　※3歳児未満は保護者の市民税額などで決定します。

　※延長保育の利用時間に応じて延長保育料が別

　　途かかります。

申し込み先　子ども未来課（健康福祉センター）、　
　保育所（園）、認定こども園、市民課健康福祉・

　子育て窓口（安来庁舎）、広瀬地域センター（広

　瀬庁舎）、伯太地域センター（伯太庁舎）

そ の他　入園（所）申し込みの際に父母の就労証明
書などが必要となります。現在入園（所）中の児

童についても、申し込みが必要です。応募状況に

よっては、他の保育施設などへ調整を行います。

認定区分
　  と
応募要領

各園・各所（所）の問い合わせ先 ▼認定こども園安田　☎ 37-0059 ▼あかえこども園　☎ 28-8634

▼認定こども園母里　☎ 37-1382 ▼安来保育所　　　☎ 22-2219

▼認定こども園荒島　☎ 28-8416 ▼認定こども園井尻　☎ 37-1059 ▼切川保育所　　　☎ 22-3815

▼認定こども園飯梨　☎ 28-6447 ▼認定こども園赤屋　☎ 38-0210 ▼やすぎ保育園　　☎ 22-2496

▼認定こども園大塚　☎ 27-0051 ▼安来幼稚園　　　　☎ 22-2129 ▼みゆき保育園　　☎ 22-3567

▼認定こども園広瀬　☎ 32-3807 ▼島田こども園　　　☎ 22-5325 ▼ひろせ保育園　　☎ 32-4718

▼認定こども園布部　☎ 36-0227 ▼能義こども園　　　☎ 22-2244 ▼あゆみ保育園　　☎ 23-1557

▼認定こども園比田　☎ 34-0244 ▼ふたばこども園　　☎ 23-1577 ▼城谷保育所　　　☎ 27-7081

入所希望日の１カ月前から申し込みができます。

入所希望の把握のため、「６月以降入所希望届」の提出にご協力ください。

ただし、施設の空き状況によってはご希望の施設に入所できない場合が

あります。希望届の提出先は上記保育所の申し込み先と同じです。


