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クラブ名 所　在　地 電話番号

吉田 西佐多町789-2 295-2603

本名 本名町2738-1 294-3662

宮 宮之浦町932-1 294-2777

本城 本城町1696 294-1152

牟礼岡 牟礼岡一丁目3-2 294-8905

南方 川田町1415 298-7044

花尾 花尾町170 298-7811

郡山 郡山町2519-5 298-4010

川上 川上町314-4 244-8393

吉野 吉野町2445 244-6845

吉野第二 吉野町3046-3 243-4466

吉野第三 吉野町2677-1 243-1120

吉野東 吉野町5203 243-9771

吉野東第二
吉野町6060-3

244-3121

吉野東第三 244-0087

大明丘 大明丘一丁目5-20 244-3770

坂元 玉里団地三丁目45-1 220-7826

坂元台 西坂元町58-2 248-3346

清水 清水町8-15 248-1326

清水第二 春日町9-12 248-4649

大龍 大竜町11-44 248-1320

山下 西千石町15-5 227-2748

草牟田 城山二丁目3-1 226-6356

原良 永吉一丁目14-16 259-3832

原良第二 原良三丁目5-8 803-2934

明和
明和二丁目1-1

281-2013

明和第二 803-5350

武岡
武岡二丁目30-1

281-6348

武岡第二 282-1881

武岡台 武岡五丁目37-2 281-3757

西田
薬師二丁目36-11

285-5403

西田第二 251-8171

武
武一丁目35-31

254-9462

武第二 255-2265

田上 田上五丁目11-14 255-6336

校区 法   人   名 施  設 （クラブ名） 所　在　地 電話番号
川上 （社福）川上福祉会 学童保育すみれクラブ（城ケ丘保育園） 川上町3472 213-9069

清水 （社福）鹿児島県社会福祉事業団 同胞学童クラブ（同胞保育園） 柳町3-20 222-2654

清水 ＮＰＯ法人 かごしまハピネス 放課後児童クラブハピネス 池之上町8-6 248-8418

名山 保育所みなと大通り園 名山小児童クラブ 山下町16-12 222-1776

山下 ＮＰＯ法人 かごしま保育クラブ 山下Gｅｎｋｉｄｓ 平之町10-1 226-9466

松原 （学）鹿児島大谷学園 大谷幼稚園学童クラブ　 新町2-7 223-6615

荒田 ＮＰＯ法人 Ｆａｍｉｌｉａｒ ブリリアント児童保育 荒田一丁目7-10 251-9700

八幡 こどもえんチャトンのおうち こどもえんチャトンのおうち児童クラブ 下荒田三丁目28-12 206-7739

伊敷 （社福）伊敷福祉会 リバーサイド伊敷（伊敷保育園） 伊敷七丁目8-20 229-8851

清和 （社福）泉心会 清和児童クラブ（竹之迫保育園） 中山町4943-3 267-5591

清和 （社福）愛和会 学童クラブ　ペコちゃん（ペコちゃん保育園） 東谷山五丁目28-21 268-3081

和田 （社福）正聖会 西谷山保育園和田分園学童保育 和田二丁目2-1 260-0221

中山 （宗法）日本バプテスト鹿児島キリスト教会 中山 小羊児童クラブ 中山二丁目16-16 266-1357

西谷山 （社福）正聖会 西谷山保育園学童保育 西谷山二丁目16-8 269-5075

◇対　象　 仕事などで昼間、保護者のいない、小学校に就学して
いる児童

　　　　　※ 低学年優先を原則としており、高学年の希望者は利
用できないこともありますので、ご了承ください

◇利用日時　◦平日　14時〜18時
　　　　　　◦土曜日、夏休みなど　８時〜18時

◇負担金　１月3500円（別に、保険料や１月
約2000円のおやつ代などが必要）
※平成27年度

■社会福祉法人・学校法人などが設置・運営する児童クラブ
　利用日時、保護者負担金、申込方法は、児童クラブで異なります
ので、各施設（クラブ）に直接お問い合わせください

（11月１日現在）■鹿児島市児童クラブ（計103カ所）

【子育て支援推進課 216-1259（FAX216-1284）、各支所の福祉課・保健福祉課】

小学生になったら児童クラブを
ご利用ください！

クラブ名 所　在　地 電話番号

田上第二 田上五丁目12-1 258-3761

西陵
西陵三丁目33-15

281-2136

西陵第二 281-2166

広木 広木一丁目1-80 275-5353

広木第二 広木一丁目4-1 265-2605

中洲 上之園町28-1 206-8650

荒田 荒田一丁目30-27 206-0166

八幡
下荒田三丁目25-1

254-9477

八幡第二 258-9621

中郡 郡元二丁目4-6 254-4918

紫原
紫原二丁目24-2

259-1335

紫原第二 259-1337

西紫原
紫原三丁目50-18

285-6550

西紫原第二 285-3810

鴨池
真砂本町59-28

206-1110

鴨池第二 803-3936

宇宿 宇宿四丁目29-16 265-5584

向陽
向陽一丁目14-1

265-3135

向陽第二 803-3384

伊敷 伊敷五丁目19-1 229-1870

花野 花野光ヶ丘二丁目２-16 228-0491

西伊敷 西伊敷四丁目12-1 228-6488

伊敷台 伊敷台五丁目20-20 229-5160

伊敷台第二 伊敷台四丁目20-1 220-6020

玉江

下伊敷一丁目35-1

220-5721

玉江第二 228-2882

玉江第三 803-6942

小山田 小山田町9398 238-2177

犬迫 犬迫町5745 238-0051

皆与志 皆与志町4351 238-2004

東桜島 東桜島町17 221-2700

桜洲 桜島小池町55 293-2434

桜峰 桜島松浦町355 293-3676

松元 上谷口町987-1 278-0660

春山 春山町1820-7 278-0085

クラブ名 所　在　地 電話番号

春山第二 春山町1824-2 803-3867

石谷 石谷町1385-2 278-1145

谷山 谷山中央一丁目4389 267-6523

谷山円明庵 谷山中央一丁目5027-3 269-3669

谷山第三 谷山中央一丁目4389 260-0131

西谷山 上福元町6464-1 267-5616

東谷山 魚見町123-1 268-6700

東谷山第二 東谷山二丁目21-24 269-8882

和田 和田一丁目33-26 267-4134

錦江台 下福元町9236-5 261-9668

錦江台第二 錦江台一丁目70-1 262-2248

福平 下福元町8019-4 262-3190

福平第二 平川町791 803-4063

錫山 下福元町11528-7 263-2831

中山
中山二丁目34-1

264-3415

中山第二 264-3480

中山第三 中山二丁目32-21 268-3141

中山第四 中山二丁目34-1 808-0006

桜丘西 桜ケ丘二丁目30-17 264-2164

桜丘西第二 桜ケ丘二丁目35 264-7717

桜丘東
桜ケ丘六丁目13

275-2614

桜丘東第二 264-3220

星峯西

星ケ峯四丁目9-1

264-0006

星峯西第二 275-4110

星峯西第三 803-6935

星峯東 星ケ峯一丁目42-1 264-0645

宮川 皇徳寺台四丁目11-1 275-2642

皇徳寺 皇徳寺台一丁目18-3 275-0350

平川 平川町4375 803-3971

瀬々串 喜入瀬々串町3500 347-0081

中名 喜入中名町976 345-0112

喜入 喜入町6993 345-1223

前之浜 喜入前之浜町7076-2 343-0074

　保育園は、友だちと一緒にいろいろな遊びや体験を通して、学びながら育ちあえる場所です。
また保護者の方々と、大切なお子さんの成長を共に喜び合い、子育てを楽しめる場、安心して預
けることのできる場でもあります。
　来年度保育園の入園を考えられている市
民の皆さん、初めてお子さんを持つ方々、
ぜひお気軽に見学にいらしてくださいね。
　地域の方々の子育て相談も、元気いっぱ
い、楽しいことがいっぱいの保育園でお待
ちしています。

本市の教育・保育施設は主に次の３つです。

次のフロー図でご確認ください。

小学校以降の教育の基礎を
つくるための幼児期の教育
（学校教育）を行う学校

※新制度に移行した幼稚園は就園奨励費の対象にはなりません。
　この紙面で「幼稚園」とは新制度に移行した幼稚園をいいます

昼過ぎごろまでの教育時間
のほか、園により教育時間
前後や園の休業中の教育
活動（預かり保育）などを
実施。利用できる保護者
に制限はありません

教育と保育を一体的に行う
施設

幼稚園と保育所の機能をあ
わせ持っています　※施設
によって受け入れる子ども
の年齢に違いがあります

就労などのため家庭で保育の
できない保護者に代わって保育
（養護と教育）する児童福祉施設

お子さんの年齢は？

就労（月60時間以上）など保護者全員が
保育を必要とする事由に該当しますか？

就労（月60時間以上）など保護者全員が
保育を必要とする事由に該当しますか？

利用を希望する施設は？

認定非該当
※一時預かり事業

などが利用できます

朝から夕方の保育のほか、
延長保育を実施。また、施設
により一時的に家族での保育
が困難な児童を預かる一時預
かり事業を実施しています

支給認定区分 年　齢 保育の必要性 教育・保育時間 利用できる施設

３号認定 満３歳
未満 あり

保育標準時間
（１日最長11時間）
保育短時間

（１日最長８時間）

保育所
認定こども園

（保育所機能）２号認定
満３歳
以上１号認定 なし 教育標準時間

（１日４時間を標準）
幼稚園
認定こども園

（幼稚園機能）

主な保育を必要とする事由 保育時間
就労（１カ月120時間以上） 保育標準時間（１日最長11時間）
就労（１カ月60時間以上120時間未満） 保育短時間（１日最長８時間）
妊娠・出産（産前産後期間） 保育標準時間（１日最長11時間）疾病・障害
求職活動（起業準備を含む） 保育短時間（１日最長８時間）

施　設 申し込み先 備　考
保育所
認定こども園（保育所機能）

市への申し込み
※保育所などへの申し込みも可

この紙面や11月２日から配布
する利用案内をご覧ください

幼稚園
認定こども園（幼稚園機能）
一時預かり（保育所、認定
こども園、幼稚園）

園へ直接申し込み 詳しくは各施設へお問い合
わせください

◇対　象　 保護者が仕事、妊娠・出産、病気、求職活動などで保育が
できない乳幼児（今年度分の申し込みをして、待機中の人
も再度申し込みが必要）
※ 認定こども園（保育所機能）の利用希望も保育所とあわせて市で

利用調整（選考）を行うこととなりますので、園か市の窓口へ申

し込んでください

◇申込期間　 第１期は11月２日〜来年１月20日、第２期は来年１月21
日〜２月22日（以降随時受け付け）
※ 申込書などは11月２日から保育

課、各支所、各保育所などで配
布します。入所決定は、第１期
申し込み分から行います

【保育課 216-1258、各支所の福祉課・保健福祉課】

市立城南保育園のおたんじょう会
〜お友だち、お母さん、先生、みんなでお祝いしました〜

子育てを楽しめる保育園をめざして

市 立 城 南 保 育 園
臼
うすやま

山  由里  保育士

子育て支援推進課　岩﨑 主任

元気に運動会の練習！

　保育所、認定こども園を利用するときは、お住まいの市町村
から支給認定証の交付を受ける必要があります。認定の区分は
年齢や保育の必要性の有無によって、３種類あります。
　認定は、利用申し込みと同時に行います。
※１号認定は幼稚園、認定こども園の利用決定後、園を通じての手続

きとなります

　保育認定（２号認定・３号認定）は、保護者全員が次の主な事
由に該当することにより、家庭で児童が必要な保育を受けるこ
とが困難なときなどに認定されます。

詳しくは保育課216-1258までお問い合わせください

ある保育所の一日♪

登　園

お迎え・延長保育 など

平成28年度分保育所・認定こども園（保育所機能）の入所申し込み

保育所などを利用したい教育・保育施設

満３歳以上

該当しない

幼稚園、認定こ
ども園（幼稚園
機能）

保育所、認定こど
も園（保育所機能）

該当しない

該当する

該当する

満３歳未満

Ｑ２ 一時的に子どもを預
かってもらえますか？

Ｑ１保育料はどうなるの？
Ａ１①世帯の市町村民税の所得割額の合計で保育料を決定します

②毎年9月が保育料の切り替え時期となります
③保育所などをきょうだいで利用するとき、２人目は半額、３人
　目は無料となります
※認定区分で異なる場合がありますので、詳しくは配布する利
　用案内をご覧ください

Ａ２保護者のパート就労や疾病、出産などにより一時的に家庭での
保育が困難となる児童を預かる、一時預かり事業を実施してい
る施設があります。利用するときは保護者が直接施設へ申し込
んでください

平成28年度分の保育所などの入所申し込みが始まります！平成28年度分の保育所などの入所申し込みが始まります！
　保育所・認定こども園（保育所機能）の入所申し込みが今月からいよいよ始まります。
　そこで今月の知っ得情報では、その申込方法、教育・保育施設の仕組みなどをお知らせします。

【保育課 216-1258（FAX216-1284）】
　※平成28年度分 市立幼稚園入園者募集は22面をご覧ください

保 育・食 育 など

新規認可保育所などの設置・運営希望者募集
◇新たに認可保育所などを設置・運営する希望者を募集します
◇申込方法など詳しくは保育課216-1223か市ホームページへ

教育・保育施設とは？ 保育の必要性の認定（支給認定）とその事由

利用できる施設やその認定区分は？

幼  稚  園
（新制度移行） 認定こども園 保 育 所
〔対象年齢〕

満３歳〜小学校就学前
〔対象年齢〕

０歳〜小学校就学前
〔対象年齢〕

０歳〜小学校就学前

　保育所は“おはよう”のあいさつからはじまります。登園時
は保護者の仕事の状況などによっていろいろです。
　保育士は、子どもの表情や機嫌、健康状態に注意しながら、
様子を把握します。同時に、わずかな時間も活かして保護者
とのコミュニケーションを大切にしています。
　家庭での子どもの様子を知るために、連絡帳などを活用し
ています。

　遠足、運動会、お誕生会など、年間を通じてさまざまな行
事があります。また、低年齢児には、ゆったりと眠りにつけ
るような静かな環境を整えます。年齢が上がるにつれ、子ど
もの状況に合わせてお昼寝をしないときもあります。
　保育士が言葉かけをして、トイレに行く習慣や衣服の着替
えなどの基本的な生活習慣を身につけます。給食は、みんな
と楽しい雰囲気の中で食事ができるように配慮しています。
箸の使い方や食事のしかたなど基本的なことを学び、食べ物
に対する感謝の気持ちも育てます。

　お迎えでは、保護者に一日の出来事や子どもの様子を伝
え、家庭での子育てや悩みなどの相談にも応じます。
　仕事などでお迎えが遅くなるときは、延長保育も行ってい
ます。

申し込みなど詳しくは市ホームページ
や下表の各児童クラブにお問い合わせ
ください！

１ ３

２

３号認定
利用できる施設

保育所
認定こども園

２号認定
利用できる施設

保育所
認定こども園

１号認定
利用できる施設

幼稚園
認定こども園

※西田・西田第二クラブは住居表示変
更後のもの


