
平成30年度　「幼稚園」・「保育所」・「認定こども園」入園
「放課後児童クラブ」通所の申込みを受け付けます

【配布期間】 ９月15日（金）～
【受付期間】10月11日（水）～20日（金）

問★幼稚園・保育所・認定こども園については…
　　幼児課〈本庁舎５階〉（☎65－8607）または各園
　★放課後児童クラブについては…
　　子育て支援課〈本庁舎１階〉（☎65－ 6514）
　　または北部振興局福祉生活課・各支所

保育所・認定こども園（長時部）
☆入園できるのは
　保護者や同居人が、就労や病気、病人

の看護などのため、家庭での保育が困難

な０歳児～５歳児

※保育年齢は園により異なります。

●５歳児　H24.４.２～H25.４.１生まれ

●４歳児　H25.４.２～H26.４.１生まれ

●３歳児　H26.４.２～H27.４.１生まれ

●２歳児　H27.４.２～H28.４.１生まれ

●１歳児　H28.４.２～H29.４.１生まれ

●０歳児　H29.４.２生まれ～

【受付場所】
・入園を希望する園

・本庁舎１階多目的ルーム

・北部振興局福祉生活課

【受付時間】
　平日８時30分～17時15分

※10月12日（木）、19日（木）は本庁舎

　および北部振興局で19時まで受付。

※ 10月14日（土）は９時～17時に本庁舎で

受付。

※ 10月20日（金）は各保育所・認定こども

園で16時30分まで受付。

【提出書類】
　入園申込書・就労証明書など

　 （入園を希望する園、幼児課〈本庁舎５

階〉、北部振興局福祉生活課で９月15日

（金）から配布。）

● 申込人数が定員を超えた場合は、選

考・調整します。

● 申込日時点で出生前である場合も、こ

の期間に申し込んでください。

● 育児休業の期間満了などにより、年

度途中月（平成30年５月～平成31年３

月）に入園を希望される場合も、この

期間に申し込んでください。

幼稚園・認定こども園（短時部）
☆入園できるのは３歳児～５歳児
●５歳児　H24.４.２～H25.４.１生まれ

●４歳児　H25.４.２～H26.４.１生まれ

●３歳児　H26.４.２～H27.４.１生まれ

【受付場所】通園区の園
【受付時間】平日８時30分～17時15分
※10月20日（金）は16時30分まで受付

【提出書類】入園申込書
　（上記受付場所で９月15日（金）から配布）

放課後児童クラブ
☆通所できるのは
　市内の小学校に通学している児童で、学校

の放課後等に、保護者や家族が仕事等の都合

で家庭にいない児童

【受付場所・時間】
各放課後児童クラブ:平日14時～18時

子育て支援課、北部振興局福祉生活課・各支

所:平日８時30分～17時15分

※ 10月12日（木）、10月19日（木）子育て支援

課で19時まで受付。

【提出書類】通所申込書、就労証明書など
（必要書類は上記受付場所で９月15日（金）か

ら配布。）

● 定員を超えた場合は、期間内に申込書を提

出した人の中から選考します。

● 低学年の児童や、特に支援が必要な児童を

優先して受け入れます。高学年の児童は、

施設の状況等により通所できない場合があ

ります。

● 年度途中から、または長期休業中のみ通所

を希望する人もこの期間に申し込んでくだ

さい。

※ 年間を通して通所を希望する児童が８人以

上の場合、開設を検討します。

※ 民設のクラブへの申し込みは、各運営団体

まで直接申し込んでください。

クラブ名（申込先） 開設場所 電話

公

設

ひばりクラブ 長浜小学校内、セントラル
ビル内

子育て支援課
65-6514

山ばとクラブ 長浜北小学校内
たんぽぽクラブ 神照小学校内
あじさいクラブ 南郷里小学校内
ひまわりクラブ 北郷里小学校内
すみれクラブ 長浜南小学校内
つくしクラブ 湯田小学校内
コスモスクラブ 浅井小学校内
わくわくクラブ びわ南小学校内
たけのこクラブ びわ北小学校内
サザンカクラブ 虎姫小学校内
コハクチョウクラブ 朝日小学校内
サルビアクラブ 速水小学校内
つきっこクラブ 高月小学校内
ななっこクラブ 七郷小学校内
コブシクラブ 木之本小学校内

民

設

チャイルドハウス児
童センター放課後児
童クラブ

田村町1606番地3（チャイル
ドハウス児童センター内）

090-5058-
7116

ニコニコクラブ 小谷丁野町723番地1
（小谷児童館内） 78-0935

みらいキッズ勝教
室・平方教室

勝町470番地・平方町238
番地

090-8144-
6289

キッズパーク風の街
学舎・浅井学舎

八幡中山町477番地・内保町
258番地1 63-1894

かゆうの家
（長浜愛児園） 八幡東町570番地 63-4650

イングリッシュアイランド 北船町3番21号
えきまちテラス長浜4階 63-2115

つどいジュニア 常喜町885番地 080-1492-
1970

きっずライフ 南高田町5番5号 090-5979-
3794

保育所

園名（申込先） 所在地 電話

市
立

北保育園 神照町596番地 62-7038

さくらんぼ保育園 西上坂町1158番地 63-2755

一麦保育園 湖北町山本3089番地 79-1134

私　

立

長浜梅香保育園 三ツ矢元町17番25号 63-7872

長浜梅香乳児保育園 三ツ矢元町24番3号 68-3088

長浜愛児園 八幡東町562番地 63-4650

長浜カトリック保育園 南高田町47番地 62-1499

ほいくえんももの家 大戌亥町1260番地 64-3500

チャイルドハウス 田村町1606番地 64-4822

ひよこ乳児保育園 小堀町66番地1 63-8892

しらやま保育園 加納町990番地 63-9880

長浜学舎 新庄中町207番地 62-2008

速水保育園 湖北町速水2277番地 78-0075

認定こども園（短時部・長時部）

園名（申込先） 所在地 電話

市　

立

六荘認定こども園 勝町491番地 62-7036

あざい認定こども園 大依町1232番地 74-8488

びわ認定こども園 八木浜町26番地1 72-2150

とらひめ認定こども園 五村371番地1 73-8081

たかつき認定こども園 高月町東柳野15番地1 85-8600

きのもと認定こども園 木之本町木之本698番地2 82-8600

よご認定こども園 余呉町東野363番地 86-2345

にしあざい認定こども園 西浅井町塩津中2066番地 88-8111

私　

立

レイモンド長浜南こども園 高橋町84番地 53-3450

レイモンド長浜こども園 南小足町324番地3 68-2480

小谷こども園 小谷丁野町2481番地1 78-2006

幼稚園

園名（申込先） 所在地 電話

市　

立

長浜幼稚園 朝日町5番14号 62-0089

長浜北幼稚園 三ツ矢元町19番24号 62-0861

長浜西幼稚園 相撲町604番地6 62-3000

長浜南幼稚園 加田町2727番地 63-1913

わかば幼稚園 八幡東町520番地1 62-3495

神照幼稚園 新庄寺町480番地 63-0584

南郷里幼稚園 新栄町626番地 63-3723

北郷里幼稚園 春近町196番地1 62-1498

湖北幼稚園 湖北町速水909番地2 78-2003

※認定こども園（短時部）はP.9の表をご覧ください。
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