
（7）広報もおか

  【問い合わせ】児童家庭課保育係　☎ 83・8035　 FAX 82・2340

保育所名 住　所 電　話 定　員 年　齢 開所時間

1 真岡保育所 台町 2823-1 82-2200 170

0 ～ 5歳 7:30 ～ 19:00
2 中村保育所 長田 591 82-4003 106
3 西田井保育所 西田井 1528-2 83-1043 45
4 物部保育所 物井 748-2 75-0305 80

保育所名 住　所 電　話 定　員 年　齢 開所時間

5 西真岡保育園 熊倉一丁目 14-3 84-1313 224

0 ～ 5歳

7:00 ～ 20:00
6 真岡めばえ保育園 八木岡 250-1 82-3955 120
7 萌丘東保育園 東郷 390 82-1437 90

7:00 ～ 19:008 西真岡第二保育園 伊勢崎 438-1 80-1760 120
9 にのみや保育園 久下田西一丁目 1 73-2200 100
10 真岡あおぞら保育園 長田 1315-6 82-5347 90 7:00 ～ 20:00

◆公立 ・私立保育所 （園）

→入所申込書類を、児童家庭課窓口へ提出
◆認定こども園 ・小規模保育施設→施設へ直接申し込み
※提出必要書類は、 児童家庭課 ・ 二宮支所 ・ 各保育所 （園） ・

◆保育所 （園） …就労等のために家庭で保育のできない保護者に代わって、小学校就学前の
乳幼児を保育する児童福祉施設です。

◆認定こども園…幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、教育と保育を一体的に行うとともに、地域の
子育ての支援も行う施設です。3歳以上は、保護者の就労状況等によらず利用することができ、
就労状況が変わった場合でも、教育と保育の認定変更により、継続して利用することが可能です。

◆小規模保育施設…小人数の単位（定員が 6～ 19人）で、
保育を必要とする０～２歳の子どもを預かる施設です。

入園申し込み方法

◆公立保育所◆

◆私立保育園◆

認定こども園入園児募集 9/ １から募集開始

保育受け入れ枠拡大の市の取り組み 市の子育て支援策
真岡市では、保育料を国の基準より引き下げ、

さらに、次のとおり保護者の経済的負担が軽
減されています。
●第 3 子以降保育料無料

●第 2 子保育料 4 分の 3 軽減

兄弟姉妹で保育所・認定こども園（保育認定）
等を同時に利用する場合、2人目の児童の
保育料を軽減（保育料4分の1）

●ひとり親世帯（市民税所得割額 77,100 円以下）

は保育料が第 1 子半額、 第 2 子以降無料

※市民税非課税世帯は第 1子から無料

～増加する入園希望の需要に対応するため～
●小規模保育施設の新設 （2 施設）

　（小規模保育施設：0歳～ 2歳対象）
●既存幼稚園から認定こども園への移行

平成 27年度：4園、平成 28年度：3園
　（認定こども園：幼稚園と 0歳～ 5歳の
　保育機能を併せ持つ施設）
●認定こども園での受け入れ拡大の支援

　今後も、認定こども園への移行を推進し、
　施設整備の支援をすることで、保育の受け
　入れ枠の拡大を図っていきます。

真岡ふたば幼稚園 ・
いちごの杜保育園　

東大島 1081  ☎ 84-5151
【入園説明会】
　9/1（木）以降対応

牧が丘幼稚園　
西高間木 515  ☎ 84-2353
【入園説明会】
　9/1( 木 )10：00～ 11：30

せんだん幼稚園　

久下田 794　☎ 74-0252
【入園説明会】
　9/1(木 )10：30～11：30

にのみや認定こども園　
久下田1751　☎ 74-3021
【入園説明会】
　9/1( 木 )、9/3（土）
　9：30～ 11：00

高ノ台幼稚園　

台町 2323-1  ☎ 82-2325
【入園説明会】
　9/2(金 )10：15～ 11：30

真岡ひかり幼稚園　
寺内 75  ☎ 82-3982
【入園説明会】
　9/2( 金 )10：00～ 11：00

萌丘幼稚園　

熊倉町4795-3　☎84-2622
【入園説明会】
　9/7( 水 )、9/13（火）
　10：00～ 11：00

保育所ちびっこランド
イオンタウン真岡園
台町 2668　☎ 81-3651
【申し込み】9/1（木）から受付

にじいろ保育園
上大田和1313　☎ 81-5022
【申し込み】10/1（土）から
　受付

保育所 （園） ・ 認定こども園 ・ 小規模保育施設の違い

◆保護者、児童が原則として真岡市の住民であること
◆保育所に入所できる児童は、その家庭が次のいずれかの事情にある場合で、かつ、同居の親
族等が、その児童を保育することができないと認められる場合
①家庭外労働…児童の保護者が家庭の外で仕事をしているため、その児童の保育ができない場合
②家庭内労働…児童の保護者が家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をしているため、

その児童の保育ができない場合
③母親の出産等…保護者が出産の前後、病気、負傷、心身に障がいがあり、その児童の保育

ができない場合
④病人の介護等…その児童の家庭に、長期にわたる病人や心身に障がいのある人がいるため、

保護者がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合
⑤災害の復興等…火災や風水害、地震などの被害を受け、家屋を失ったり破損したため、

復旧の間、その児童の保育ができない場合
※身体虚弱等、その他の理由で集団での保育が難しいお子さんについては、入所を承諾でき
ない場合があります。

保育所 （園） ・ 認定こども園 （保育部分） ・

小規模保育施設に入ることのできる基準

申し込みの

詳細については

児童家庭課へ！

平成 28 年 9 月号（6）

小規模保育施設入園児募集 施設ごとに募集開始

入所希望の方は、
直接施設へお問い
合わせください！

保育所 （園） 入園児募集 10/3 ～ 11/30 受付

各認定こども園に用意してあります。 また、 市ホームページからダウンロードできます。

平成29年度

各保育施設

各保育施設の詳細については、各家庭にお配りした「暮らしの便利帳」をご覧ください。

入園児募集開始
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