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特集１
問▶保育課（☎〈7１〉２２２８）

幼稚園・保育園・認定こども園の
来年４月入園の受付を開始します
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1日㈭以降に市HP（右記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
保育を必要とする事由（保護者
の就労、妊娠・出産、病気等）
に該当する乳幼児を預かる施設
入園希望者は➡４ページ保育
園・認定こども園（保育園コース）
に申込みをしたい人へ

幼稚園
３歳から小学校就学までの保
育を必要としない幼児を、教
育する施設
入園希望者は➡下記幼稚園・
認定こども園（幼稚園コース）
に申込みをしたい人へ

認定こども園
幼児教育・保育を一体的に行い、幼稚園
と保育園の両方の良さを合わせ持つ施設
入園希望者は➡下記幼稚園・認定こども
園（幼稚園コース）に申込みをしたい人又
は４ページ保育園・認定こども園（保育
園コース）に申込みをしたい人へ

幼稚園・保育園・認定こども園とは？

私立幼稚園
●対象　入園希望園に確認してください
●授業料　通常教育時間は無料。預かり保育時間は
有料（詳細は各園のHP参照）
●申込用紙配布　9月1日㈭から入園希望園で受け
取ってください。受取り日時に指定がある場合が
ありますので、詳細は入園希望園に確認してくだ
さい
●申込み　申込開始日から入園希望園へ申込用紙等
を持参。申込開始日については表1のとおり

公立認定こども園（幼稚園コース）
●対象　平成29年４月2日～令和2年４月1日に生
まれた子
●授業料　通常教育時間は無料。預かり保育時間は
有料（詳細は市HP参照）
●申込用紙配布　9月1日㈭から市HPよりダウン
ロード、又は入園希望園・保育課で配布
※園に平日午前9時以前・午後４時以降に受け取り
に行く場合は、事前に園に連絡してください。
●申込み　オンライン申請（４ページ参照）又は入園
希望園へ申込用紙等を持参（受付日は表1参照）
※受付日に来園できない場合は、事前に入園希望園
に相談してください。

安城市こども未来事業団認定こども園（幼稚園コース）
●対象　平成29年４月2日～令和2年４月1日に生
まれた子
●授業料　通常教育時間は無料。預かり保育時間は
有料（詳細は下記QRコードから事業団HP参照）
●申込用紙配布　9月1日㈭から事業団HPよりダ
ウンロード、又は入園希望園で配布
※下記の場合は、事前に園に連絡してください。
・安城こども園・さくのこども園に、平日午前8時
15分以前・午後４時15分以降に受け取りに行く場
合
・安城北部こども園・東栄こども園に、平日午前9
時以前・午後４時以降に受け取りに行く場合
●申込み　入園希望園へ申込用紙等を持
参（受付日は表1参照）
※受付日に来園できない場合は、事前に
入園希望園に相談してください。

私立認定こども園（幼稚園コース）
●対象　入園希望園に確認してください
●授業料　通常教育時間は無料。預かり保育時間は
有料（詳細は各園のHP参照）
●申込用紙配布　9月1日㈭から入園希望園で配布
●申込み　入園希望園へ申込用紙等を持参（申込開
始日は表1参照）

幼稚園・認定こども園（幼稚園コース）に申込みをしたい人
対象園▶
表１のとおり
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表 1 幼稚園・認定こども園（幼稚園コース）一覧

【私立幼稚園】
園名 電話番号 所在地 通常教育時間 預かり保育時間 申込開始日

石橋幼稚園 〈9７〉955６ 里町
午前8時～午後３時30分

午後３時30分～6時30分 10月1日㈯

ともえ幼稚園 〈9７〉８1４3 今本町 午前７時15分～8時�
午後３時30分～6時30分 10月３日㈪

愛知学泉短期大学附属幼稚園 〈７5〉2７09 小堤町
午前8時30分～午後４時 午後４時～6時 10月1日㈯愛知学泉大学附属幼稚園 〈７5〉9４６８ 安城町

愛知学泉大学附属桜井幼稚園 〈99〉223８ 桜井町
※申込締切日等の詳細は各園に問い合わせてください。

【公立認定こども園（幼稚園コース）】
園名 電話番号 所在地 通常教育時間 預かり保育時間 申込受付日

城ケ入こども園 〈92〉00４６ 城ヶ入町

午前8時15分～午後2時15分 午後2時15分～４時15分

10月11日㈫
東部こども園 〈７６〉3４10 大岡町 10月12日㈬
高棚こども園 〈92〉092６ 高棚町 10月1４日㈮
えのきこども園 〈92〉1230 榎前町 10月12日㈬
三ツ川こども園 〈99〉1７６７ 寺領町 10月13日㈭
※受付時間は午前9時30分～正午。
※10月1日㈯～6日㈭はオンラインでも申込可。

【安城市こども未来事業団（※）認定こども園（幼稚園コース）】
（※）市と事業団とで協定を結び、運営は市から派遣された職員が行います。

園名 電話番号 所在地 通常教育時間 預かり保育時間 申込受付日
安城こども園 〈７６〉29６5 相生町

午前8時30分～午後2時30分 午後2時30分～４時30分

10月12日㈬
さくのこども園 〈７６〉６505 篠目町 10月13日㈭
安城北部こども園 〈７６〉33６６ 大東町 10月11日㈫
東栄こども園 〈9８〉5８50 東栄町 10月1４日㈮
※受付時間は午前9時30分～正午。
※令和6年度から通常教育時間を午前8時15分～午後2時15分、預かり保育時間を午後2時15分～午後４時15分に変更
予定。

【私立認定こども園（幼稚園コース）】
園名 電話番号 所在地 通常教育時間 預かり保育時間 申込開始日

根崎こども園 〈92〉00８9 根崎町 午前8時15分～午後2時15分 午前７時15分～8時15分
午後2時15分～6時15分 10月３日㈪

てらべクリエイティブ 
こども園 〈７６〉６７1４ 百石町 午前8時～午後４時 午前７時15分～8時

午後４時～8時 10月1日㈯

子宝保育園 〈9７〉８5８８ 今池町 午前8時４5分～午後2時30分 午前8時15分～8時４5分
午後2時30分～6時 10月1日㈯

慈恵幼稚園 〈７5〉６23７ 西別所町
午前8時～午後４時

午前７時30分～8時
午後４時～6時30分

10月1日㈯

第二慈恵幼稚園 〈７5〉3６４６ 高棚町 10月1日㈯

にほんぎ幼稚園 〈７5〉６2７７ 美園町 午前8時30分～午後３時30分 午前７時30分～8時30分
午後３時30分～6時30分 10月1日㈯

スマイリーこども園
さとまち 〈７0〉9922 里町

午前8時15分～午後2時15分

午前７時15分～8時15分
午後2時15分～6時 10月1日㈯

光徳保育園（仮）（※1） 〈７６〉25４0 御幸本町 午前７時15分～8時15分
午後2時15分～8時

　　未定
桜井こども園（仮）（※2） ー 小川町 10月３日㈪
※申込締切日等の詳細は各園に問い合わせてください。
（※1）�光徳保育園は令和５年度から認定こども園へ移行予定。幼稚園コースの受付は未定のため、詳細は光徳保育園へ

問い合わせてください。
（※2）令和５年４月開園予定の桜井こども園は、建設中のため、問合せは根崎こども園（☎〈92〉00８9）へ。
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●各種様式配布　9月1日㈭から市HPよりダウン
ロード、又は入園希望園・保育課で配布
※園に平日午前8時15分以前・午後４時15分以降に
受け取りに行く場合は、事前に園に連絡してくだ
さい。
※パンフレットは市HPから参照できます。
●その他　1次申込期間終了後は、2次申込期間と
して11月４日㈮から来年1月20日㈮までオンライ
ンで申込みを受け付けます。（1月23日㈪以降は書
類で2月1日㈬まで）なお、入園調整については10
月1７日㈪までに申込みがあったものを優先します

【安城市こども未来事業団（※）保育園】
（※）市と事業団とで協定を結び、運営は市から派遣された職員が行います。

園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間
南部保育園 〈７６〉2352 安城町

6カ月～５歳児

午前７時15分～午後７時
西部保育園 〈７６〉23４3 福釜町
東端保育園 〈４1〉3932 東端町

午前７時30分～午後6時志貴保育園 〈9７〉８21６ 尾崎町
小川保育園 〈99〉01４４ 小川町
みのわ保育園 〈７5〉119８ 箕輪町

午前７時15分～午後７時
新田保育園 〈７5〉2４８４ 新田町
赤松保育園 〈７5〉2４８3 赤松町 午前７時30分～午後6時
みその保育園 〈７5〉2131 美園町 午前７時15分～午後７時
桜井保育園 〈99〉01６2 桜井町 午前７時30分～午後6時

【公立保育園】
園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間

安城保育園 〈７６〉2７1４ 大東町

6カ月～５歳児

午前７時30分～午後6時
あけぼの保育園 〈9７〉８６09 今本町

午前７時15分～午後７時

和泉保育園 〈92〉00４5 和泉町
さくら保育園 〈99〉0135 桜井町
二本木保育園 〈７６〉22６2 緑町
ゆたか保育園 〈７６〉６４52 古井町
錦保育園 〈７４〉2950 大山町
作野保育園 〈７４〉3４30 篠目町

表２ 保育園・認定こども園（保育園コース）一覧

●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）に該当する乳幼児
●保育料　幼児は無料。延長保育時間は有料。乳児
は市民税の課税額に応じて決定
●１次申込期間　9月５日㈪～10月1７日㈪
●申込方法　下記いずれかの方法で申込みできます。
　なお、オンライン環境が整っていない等の理由で
　書類での申請を希望する人は、保育課（☎〈７1〉222８）
に問い合わせてください
　LINE➡メールアドレスの登録が不要で、受理や
不備の連絡がLINEを通じて届きます
※LINEからあいち電子申請システムで申請。
　あいち電子申請システム➡メールアドレスの登録
が必要で、受理や不備の連絡が登録したメールア
ドレスへ届きます
※詳細は市HP（右記QRコード）参照。

保育園・認定こども園（保育園コース）に申込みをしたい人 対象園▶
表２のとおり

保育園・認定こども園（保育園コース）の申込みについては、来年４月入園から原則
オンライン申請のみの受付となります
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【安城市こども未来事業団（※）認定こども園（保育園コース）】
（※）市と事業団とで協定を結び、運営は市から派遣された職員が行います。

園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間
安城こども園 〈７６〉29６5 相生町

３～５歳児
午前７時15分～午後７時

さくのこども園 〈７６〉６505 篠目町
安城北部こども園※ 〈７６〉33６６ 大東町

午前8時30分～午後４時30分
東栄こども園※ 〈9８〉5８50 東栄町
※安城北部こども園と東栄こども園は、令和6年度から開園時間を午前8時15分～午後４時15分に変更予定。

【私立認定こども園（保育園コース）】
園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間

根崎こども園 〈92〉00８9 根崎町
6カ月～５歳児

午前７時15分～午後6時15分
てらべクリエイティブこども園 〈７６〉６７1４ 百石町 午前７時15分～午後8時
子宝保育園 〈9７〉８5８８ 今池町 6週間～５歳児

午前７時30分～午後6時30分
慈恵幼稚園 〈７5〉６23７ 西別所町 ３～５歳児
第二慈恵幼稚園 〈７5〉3６４６ 高棚町

6カ月～５歳児
にほんぎ幼稚園 〈７5〉６2７７ 美園町
スマイリーこども園さとまち 〈７0〉9922 里町 6週間～５歳児

午前７時15分～午後8時光徳保育園（仮）（※1） 〈７６〉25４0 御幸本町 6カ月～５歳児
桜井こども園（仮）（※2） ー 小川町 6週間～５歳児
（※1）光徳保育園は令和５年度から認定こども園へ移行予定。
（※2）令和５年４月開園予定の桜井こども園は、建設中のため、問合せは根崎こども園（☎〈92〉00８9）へ。

【公立認定こども園（保育園コース）】
園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間

城ケ入こども園 〈92〉00４６ 城ヶ入町

３～５歳児 午前8時15分～午後４時15分
東部こども園 〈７６〉3４10 大岡町
高棚こども園 〈92〉092６ 高棚町
えのきこども園 〈92〉1230 榎前町
三ツ川こども園 〈99〉1７６７ 寺領町
※土曜日の開園時間は午前8時15分～正午。

【私立保育園】
園名 電話番号 所在地 対象年齢 開園時間

安城北すずらん保育園（※1） 〈７６〉3295 昭和町 6週間～2歳児 午前７時15分～午後8時
よさみ保育園（※2） 〈７5〉325４ 美園町 6週間～５歳児 午前７時～午後8時
こひつじ保育園 〈７６〉８2６2 池浦町

6週間～2歳児
午前７時15分～午後７時

第2よさみ保育園（※2） 〈７４〉3222 三河安城南町 午前７時～午後8時

じけいの森保育園 〈７5〉６６10 西別所町
6カ月～2歳児

午前７時30分～午後6時30分
（現在は午前７時15分～午後6
時４5分）

げんきのもり保育園 〈８７〉5８７2 里町
午前７時15分～午後8時てらべサニーサイド保育園 〈91〉3511 今本町

6週間～５歳児
ブライト保育園安城桜町 〈７７〉0190 桜町
麦のうさぎ保育園 〈７0〉８８39 堀内町 6カ月～５歳児 午前７時30分～午後７時30分
ちいさなこだから保育園 〈７４〉5７７0 三河安城町 6週間～2歳児 午前７時30分～午後6時30分
（※1）安城北すずらん保育園は令和6年度から対象年齢を6週間～５歳児に変更予定。
（※2）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時に変更予定。
※光徳保育園は令和５年度から認定こども園へ移行予定。私立認定こども園（保育園コース）の欄を参照。

問▶保育課（☎〈7１〉２２２８）


