
6 広報あんじょう　2020.9

■通常入所
●対象　保育を必要とする事由（保護者の就労、妊娠・
出産、病気等）に該当する児童
●園　表１のとおり
●保育料　幼児は無料。延長保育時間は有料。低年齢
児は市民税の課税額に応じて決定
●申込み　申込用紙等を表２の各受付日に受付会場へ
持参するか、１０月１４日㈬～３０日㈮（㈰を除く。㈯は
午前９時～正午）に市保育課へ持参（一次受付）
※申込用紙等は９月１5日㈫から入園希望園、同課で配
布。園に平日午前8時１5分以前・午後4時１5分以降
に取りに行く場合は、事前に園に連絡してください。
※詳細は９月１5日㈫以降に市HPで確認できます。
※一次受付締切後は、来年２月５日㈮まで受け付けま
す（二次受付）が、一次受付分を優先します。
●その他　平成３１年4月以降に入園・転園した現在２
歳児（平成29年4月２日～平成３０年4月１日生まれ）
は再度申請が必要です。在籍園から手続きについて
案内します。申請書類等は在籍園へ提出してください

■特別利用入所
●対象　通常入所の対象とならない3歳以上児
●実施園　市が指定する園（１2月７日㈪に市HPに掲載）
●定員　通常入所の状況による（抽選になる場合有）

●入所期間　令和3年4月（入園式）～令和4年3月（卒
園式）
※夏休み・冬休みを除く（ただし有料にて保育可）。
●通常保育時間　㈪～㈮（㈷を除く）午前8時１5分～午
後２時１5分
●保育料　通常保育時間は無料。延長保育時間は有料
●申込み　１2月９日㈬～１8日㈮に市保育課へ申込用紙
等を持参。当期間以降も受け付けますが、当期間中
の受付分を優先します
※申込用紙等は、１2月７日㈪から同課で配布。

特集３
問▶保育課（☎〈7１〉２２２８）

保育園・幼稚園・認定こども園の
来年４月入園の受付を開始します

公
立

保育園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間
安城 〈７６〉2７１４ 大東町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時
あけぼの 〈9７〉8６０9 今本町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
和泉 〈92〉００４5 和泉町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
城ケ入 〈92〉００４６ 城ケ入町 3～５歳児 午前8時１5分～午後4時１5分
東部 〈７６〉３４１０ 大岡町 3～５歳児 午前8時１5分～午後4時１5分
高棚 〈92〉０92６ 高棚町 3～５歳児 午前8時１5分～午後4時１5分
さくら 〈99〉０１３5 桜井町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時

※右ページに続く

低年齢児保育ニーズの増加や幼児教育・保育の無償化により、市の財政負担は年々大きくなっています。
新たな運営主体として市が設立する社会福祉法人安城市こども未来事業団が、保育園・認定こども園を運
営することで、国や県から交付金が受けられます。この財源を活用し、これまでの保育を将来にわたり持
続的に提供するとともに、その向上を目指します。
市と事業団とで協定を結び、事業団に市の保育士を派遣し、従来と同じ保育士による保育を行います。保
育料や保育内容は変わらず、公立園と同じ保育を利用できます。運営は市から派遣された職員が行います。

社会福祉法人安城市こども未来事業団の設立と一部公立園の運営について

受付日 受付会場 受付時間
１０月２日㈮ ゆたか保育園

午前９時３０分～正午

１０月５日㈪ さくら保育園

１０月６日㈫
あけぼの保育園
和泉保育園

１０月８日㈭ みのわ保育園
１０月９日㈮ 二本木保育園

希望園にかかわらず、すべての人が利用できます。下
表中、都合の良い日程にお越しください。公立・事業
団・私立保育園、事業団・私立認定こども園保育園コ
ースについては、下表のいずれの園でも申込みできます。

表１　公立・事業団・私立保育園一覧

新型コロナウイルス感染症の拡大状況
により、入園申込受付に変更等が生じ
る場合は、９月１5日㈫以降に市HP（右
下QRコードから参照可）
でお知らせしますので、最
新情報を確認してください

保育園（公立・事業団・私立）

表２　保育園等入園申込受付会場・日程
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表１　（続き）

私
立

保育園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間
光徳 〈７６〉25４０ 御幸本町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後8時
すずらん 〈７６〉３295 昭和町 ６週間～２歳児 午前７時１5分～午後8時
よさみ 〈７5〉３25４ 美園町 ６週間～５歳児 午前７時～午後8時
こひつじ 〈７６〉82６2 池浦町 ６週間～２歳児 午前７時１5分～午後７時
第２よさみ 〈７４〉３222 三河安城南町 ６週間～２歳児 午前７時～午後8時
三河安城第２こひつじ 〈７４〉７822 三河安城町 ６週間～２歳児 午前７時１5分～午後７時
じけいの森 〈７5〉６６１０ 西別所町 ６カ月～２歳児 午前７時１5分～午後６時４5分
げんきのもり 〈8７〉58７2 里町 ６カ月～２歳児 午前７時１5分～午後8時
てらべサニーサイド 〈9１〉３5１１ 今本町 ６週間～５歳児 午前７時１5分～午後8時
ブライト保育園安城桜町 〈７７〉０１9０ 桜町 ６週間～５歳児 午前７時１5分～午後8時
麦のうさぎ 〈７０〉88３9 堀内町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後７時３０分

※よさみ保育園と第２よさみ保育園は、令和６年度から開園時間を午前７時１5分～午後8時に変更する予定です。
※じけいの森保育園は、令和５年度から開園時間を午前７時３０分～午後６時３０分に変更する予定です。

事
業
団

保育園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間
南部 〈７６〉2３52 安城町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
西部 〈７６〉2３４３ 福釜町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
東端 〈４１〉３9３2 東端町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時
志貴 〈9７〉82１６ 尾崎町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時
小川 〈99〉０１４４ 小川町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時
みのわ 〈７5〉１１98 箕輪町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
新田 〈７5〉2４8４ 新田町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
赤松 〈７5〉2４8３ 赤松町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時
みその 〈７5〉2１３１ 美園町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
桜井 〈99〉０１６2 桜井町 ６カ月～５歳児 午前７時３０分～午後６時

●対象　入園希望園に確認してください
●園　表3のとおり
●授業料　通常教育時間は無料。預かり保育時間は有料
●申込み　１０月１日㈭から入園希望園へ申込用紙等を持参。申込締切日は各園に問い合わせてください
※申込用紙等は、９月１日㈫から入園希望園で配布。

幼稚園名 電話番号 所在地 通常教育時間 預かり保育時間
石橋 〈9７〉955６ 里町 午前8時～午後3時３０分 午後3時３０分～６時３０分
ともえ 〈9７〉8１４３ 今本町 午前8時～午後3時３０分 午後3時３０分～６時３０分
愛知学泉短期大学附属 〈７5〉2７０9 小堤町 午前8時３０分～午後4時 午後4時～６時
愛知学泉大学附属 〈７5〉9４６8 安城町 午前8時３０分～午後4時 午後4時～６時
愛知学泉大学附属桜井 〈99〉22３8 桜井町 午前8時３０分～午後4時 午後4時～６時
二本木 〈７5〉６2７７ 美園町 午前8時３０分～午後4時 午後4時～６時３０分
※土日祝は休園。早朝保育については各園へ問い合わせてください。

幼稚園（私立）

公
立

保育園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間
二本木 〈７６〉22６2 緑町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
ゆたか 〈７６〉６４52 古井町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
えのき 〈92〉１2３０ 榎前町 3～５歳児 午前8時１5分～午後4時１5分
三ツ川 〈99〉１７６７ 寺領町 3～５歳児 午前8時１5分～午後4時１5分
錦 〈７４〉295０ 大山町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時
作野 〈７４〉３４３０ 篠目町 ６カ月～５歳児 午前７時１5分～午後７時

表３　私立幼稚園一覧
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●園　９ページ表６のとおり
■幼稚園コース
●対象　平成2７年4月２日～平成３０年4月１日に生ま
れた子
●教育時間　各園に問い合わせてください
●授業料　私立幼稚園に準ずる（７ページ参照）
●申込み　１０月１日㈭に入園希望園へ申込用紙等を持
参（受付時間は各園に問い合わせてください）
※申込用紙等は、９月１日㈫から入園希望園で配布。

■保育園コース
●対象　保育を必要とする事由（保護者の就労、妊娠・
出産、病気等）に該当する児童
●保育料　保育園の通常入所に準ずる（６ページ参照）
●申込み　申込用紙等を６ページ表２の各受付日に受

付会場へ持参するか、１０月１４日㈬～３０日㈮（㈰を除
く。㈯は午前９時～正午）に市保育課へ持参（一次受
付）
※申込用紙等は、９月１5日㈫から入園希望園、同課で
配布。園に平日午前8時１5分以前・午後4時１5分以
降に取りに行く場合は、事前に園に連絡してくださ
い。
※詳細は９月１5日㈫以降に市HPで確認できます。
※一次受付締切後は来年２月５日㈮まで受け付けます
（二次受付）が、一次受付分を優先します。
●その他　平成３１年4月以降に入園・転園した現在２
歳児（平成29年4月２日～平成３０年4月１日生まれ）
は再度申請が必要です。在籍園から手続きについて
案内します。申請書類等は在籍園へ提出してください。

◆私立認定こども園

教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園（幼児教育）と保育園（保育）の両方の良
さを合わせ持ちます。申込時に幼稚園・保育園コースのいずれかを選択します。
令和3年度から安城北部幼稚園・東栄幼稚園が事業団認定こども園に移行します。

●園　表4のとおり
■幼稚園コース
●対象　平成2７年4月２日～平成３０年4月１日に生ま
れた子
●授業料　私立幼稚園に準ずる（７ページ参照）
●申込み　表５の各申込受付日に入園希望園へ申込用
紙等を持参
※受付日に来園できない場合は事前に市保育課に相談
してください。
※申込用紙等は、９月１5日㈫から入園希望園で配布。
　平日午前8時１5分以前・午後4時１5分以降（安城北
部幼稚園・東栄幼稚園は午前９時以前・午後4時以降）
に取りに行く場合は、事前に園に連絡してください。

■保育園コース
●対象　平成2７年4月２日～平成３０年4月１日に生
まれた子で、保育を必要とする事由（保護者の就労、
妊娠・出産、病気等）に該当する児童
●保育料　保育園の通常入所に準ずる（６ページ参照）

●申込み　申込用紙等を６ページ表２の各受付日に受
付会場へ持参するか、下表５のうち入園希望園の
受付日に持参。又は１０月１４日㈬～３０日㈮（㈰を除く。
㈯は午前９時～正午）に市保育課へ持参（一次受付）
※申込用紙等は、９月１5日㈫から入園希望園、同課で
配布。園に平日午前8時１5分以前・午後4時１5分
以降（安城北部幼稚園・東栄幼稚園は午前９時以前・
午後4時以降）に取りに行く場合は、事前に園に連
絡してください。
※詳細は９月１5日㈫以降に市HPで確認できます。
※一次受付締切後は来年２月５日㈮まで受け付けます
（二次受付）が、一次受付分を優先します。

◆事業団認定こども園

受付日 受付実施園 受付時間
１０月２日㈮ 安城北部幼稚園

午前９時３０分～正午１０月５日㈪ 安城こども園

１０月７日㈬ さくのこども園
東栄幼稚園

認定こども園
（事業団・私立）

表５　事業団認定こども園入園申込受付実施園・日程

表４　事業団認定こども園一覧
園名 電話番号 所在地 コース 対象年齢 開園時間

安城こども園 〈７６〉29６5 相生町 幼稚園

3～５歳児

午前７時１5分～午後７時保育園

さくのこども園 〈７６〉６5０5 篠目町 幼稚園
保育園

安城北部こども園
（現安城北部幼稚園） 〈７６〉３３６６ 大東町 幼稚園

午前8時３０分～午後4時３０分保育園
東栄こども園
（現東栄幼稚園） 〈98〉585０ 東栄町 幼稚園

保育園
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　　　私立認定こども園一覧
園名 電話番号 所在地 コース 対象年齢 開園時間

根崎こども園 〈92〉００89 根崎町 幼稚園 3～５歳児 午前７時１5分～午後６時１5分保育園 ６カ月～５歳児
てらべクリエイティブ
こども園 〈７６〉６７１４ 百石町 幼稚園 3～５歳児 午前７時１5分～午後8時保育園 ６カ月～５歳児

子宝保育園 〈9７〉8588 今池町 幼稚園 3～５歳児

午前７時３０分～午後６時３０分

保育園 ６週間～５歳児

慈恵幼稚園 〈７5〉６2３７ 西別所町 幼稚園 3～５歳児
保育園 3～５歳児

第二慈恵幼稚園 〈７5〉３６４６ 高棚町 幼稚園 3～５歳児
保育園 ６カ月～５歳児

全国的に待機児童の発生が問題となっており、国ではその解消を目
指した「子育て安心プラン」により、保育所の定員拡充を目指してい
ます。それには保育士の確保が必要不可欠ですが、有効求人倍率は
上昇傾向にあり確保は年々難しくなっています。
本市でも、待機児童が発生しており、保育士確保が急務となってい
ます。下表は市内民間保育園等の求人情報です。資格をお持ちの皆
様、子ども達の笑顔のためにいっしょに働きませんか？
※問合せ・申込みは各園に直接連絡してください。

区分 園名
（所在地／電話番号） 職種 勤務日時 給料 勤務

開始日 募集人数

正
規

ブライト保育園安城桜
町
（桜町／☎〈77〉０１９０）

保育士
午前７時～午後8時のう
ちの8時間のシフト制／
週休２日／月１回程度㈯
出勤有

月給１9万～３０万円
賞与有

即日勤務
可 １～２人

よさみ保育園
（美園町／☎〈7５〉３２５４）保育士

午前７時～午後１０時のう
ちの７.７5時間のシフト制
／週休２日／㈯出勤有

短大卒：１8万58０8円～
大卒：2１万１３４４円～
いずれも月給。賞与有

随時 １人

慈恵幼稚園
（西別所町／☎〈7６〉４１
１８） 保育教諭等

平日午前７時３０分～午後
６時３０分のうち8時間の
シフト制／週休２日／㈯
出勤有

短大卒：１9万１０００円～
大卒：2０万5０００円～
いずれも月給。賞与有

随時 各１～２人
第二慈恵幼稚園
（高棚町／☎〈7６〉４１１８）

臨
時（
フ
ル
タ
イ
ム
）

よさみ保育園
（美園町／☎〈7５〉３２５４）保育士

㈪～㈯午前8時３０分～午
後５時３０分のうち７．７5時
間のシフト制／週休２日

時給１１３０～１３１０円
賞与有 随時 ２人

慈恵幼稚園
（西別所町／☎〈7６〉４１
１８） クラス担任

の補助等
午前７時３０分～午後６時
３０分のうち8時間のシフ
ト制／週休２日

時給１2６０円 随時 各１～２人
第二慈恵幼稚園
（高棚町／☎〈7６〉４１１８）

パ
ー
ト

よさみ保育園
（美園町／☎〈7５〉３２５４）保育士

午前７時～１０時又は午後
4時～１０時／週休２日 時給１１３０～１３１０円 随時 ２人

慈恵幼稚園
（西別所町／☎〈7６〉４１
１８） クラス担任

の補助等
午前７時３０分～午後６時
３０分のうち3時間以上の
シフト制／週休２日

午前８時１５分～午後４
時１５分➡時給１１６０円
午前７時３０分～８時１５
分・午後４時１５分～６
時３０分➡時給１３６０円

随時 各１～２人
第二慈恵幼稚園
（高棚町／☎〈7６〉４１１８）

安城市で
保育士として
働きませんか

表６
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