
 ●保育園・認定こども園（保育）・事業所内保育施設

入園資格　市内在住、または来年４月までに転入

などで本市に在住予定の乳幼児のうち、保育を必

要とし、保護者が次のいずれかに該当（来年度中に

産後休暇・育児休業から復職予定も可）

○就労している（パートタイムや夜間就労も含む）

○妊娠中または産後間もない

○疾病や負傷または心身に障がいがある

○同居または長期入院している親族の看護や介護

をしている

○火災、またはその他の災害復旧に当たっている

○求職活動を継続的に行っている（起業準備含む）

○学校などに就学している（職業訓練校含む）

○虐待やＤＶの恐れがある

保育料　保護者の市町村民税額を基に算定

申込用紙　８月２日（月）から子ども課と右表の

施設で配布

申込み　土・日曜日、祝日を除く、９月１日（水）

から10月15日（金）までの午前８時30分～午後５

時に子ども課保育係へ

※月曜日は午後６時まで受け付けます

※郵送可。９月24日（金）必着

事前見学　第１希望の施設に入園できないことが

ありますので、複数の園を見学するなど、申し込

み前に検討してください。本年度は新型コロナウ

イルス感染症の状況により、見学の受け入れがで

きないこともありますので、事前に各施設に問い

合わせてください

問合せ　子ども課保育係☎内線３１２７

●保育園

園名 所在地 電話番号 定員 最小年齢

☆ぬまた南保育園 東原新町１４１１-５ 22-5519 115 人 ６カ月

☆ぬまた東保育園 上原町１８０１-６６ 23-5592 65 人 ４歳

☆川田保育園 下川田町５４０ 23-1599 60 人 １歳

☆白沢保育園 白沢町高平２０ 53-2039 120 人 11 カ月

☆利根保育園 利根町大楊１０７８-２ 56-2268 119 人 １歳

☆多那保育園 利根町輪組８６７-１ 53-2920 30 人 ２歳

★横塚保育園 横塚町１２２３-１ 23-0006 100 人 ６カ月

★熊の子保育園 戸鹿野町５７８-３ 24-1446 90 人 ６カ月

★桜ヶ丘保育園 桜町４７９８ 24-8577 100 人 ６カ月

●認定こども園（保育）

園名 所在地 電話番号 定員 最小年齢

★沼田幼稚園 坊新田町１１０５-３ 22-2856 110 人 ９カ月

★恵泉幼稚園 西倉内町６６３-４ 23-3584 10 人 ３歳

★ちぐさこども園 柳町３９４ 23-3324 120 人 ６カ月

★沼田めぐみこども園 清水町４３３０ 24-4163 140 人 ６カ月

●事業所内保育施設

園名 所在地 電話番号 定員 最小年齢

★どんぐり保育園 沼須町９１０-１ 25-3212 30 人 ２カ月

☆＝公立、★私立

病児保育室「くるみ」のご案内

　仕事があるにも関わらず、子どもの急な発熱や病気な

どで、保育園や学校を休ませなければと困ったことはあ

りませんか。子育てと就労の両立を支援するため、専任

の保育士と看護師が子どもを預かります。病児・病後児

共に利用できます。

利用施設　病児保育室くるみ（沼須町910-1）

※利根中央病院敷地内でどんぐり保育園に隣接

利用時間　月～金曜日／午前８時～午後５時30分、土曜

日／午前８時～午後１時

対象　次の全てに該当する児童

①市内在住・在勤の保護者がいる

②生後６カ月～小学校６年生

費用（日額）　市内在住：2,000円、

市内在勤：3,000円

利用方法　病児保育室くるみで事前

に利用登録が必要。予約は電話また

はＨＰ予約フォーム

問合せ　病児保育室くるみ☎25-8133

病児保育室くるみ
ＨＰはこちらから

（全国一斉）

「子どもの人権 110番」
強化週間

　８月27日（金）から９月２日（木）ま

でを「子どもの人権110番」強化週間と

して、いじめ、体罰、虐待など子どもの

人権に関する相談・悩み事についての電

話相談を、時間を延長して実施します。

専用電話番号（全国共通・フリーダイヤル）

☎ 0120-007-110
受付時間

月～金曜日　午前８時30分～午後７時　

土・日曜日　午前10時～午後５時

※強化週間以外は、平日午前８時30分～午後５時15分　

問合せ　前 橋 地 方 法 務 局人 権 擁 護 課

☎ 027- 2 2 1 - 4 4 6 6

広報ぬまた  2021. 811

※掲載の情報は、新型コロナウイルス感染症の状況で変更になる場合があります

入園児を募集します

　来年４月から市内の幼稚園、保育

園、認定子ども園、事業所内保育施
設の利用を希望する入園児を募集し
ます。利用するには「教育・保育給
付認定」を受ける必要がありますの
で、入園申し込み時に申請をしてく
ださい。
　教育・保育給付認定の区分は右表
のとおりです。

●教育・保育給付認定区分表

給付認定
区分

対象となる
子ども

利用できる
主な施設

１号認定
満３歳以上で就学前の子
ども（２号認定を除く）

幼稚園
認定こども園

２号認定
満３歳以上で保護者の就
労や疾病などにより、保
育を必要とする子ども

保育園
認定こども園

３号認定
満３歳未満で保護者の就
労や疾病などにより、保
育を必要とする子ども

保育園
認定こども園
事業所内保育施設

　入園申し込みの期日や方法などは、各園に直接お

問い合わせください。

保育料　無償（給食費などの実費分は別途徴収）

説明会・見学会など

■沼田幼稚園　実施予定について、８月１日（日）

以降に沼田幼稚園ＨＰ（https://www.numata-

kids.com）でお知らせ

■恵泉幼稚園　毎週水曜日（ころばクラス）と金曜

日（モンテクラス）の午前10時から正午までを開放

■ちぐさこども園

▽「オンライン入園説明会（ＺＯＯＭ）」

とき　８月28日（土）午前10時30分（30分程度）

申込み　申し込み方法などの詳細は、ちぐさこども

園ＨＰ（https://www.chigusa.ed.jp)を参照

▽「保育見学会」

とき　９月１日（水）８日（水）・22日（水）午前10時

申込み　要事前予約（人数制限あり）

■沼田めぐみこども園

▽「オンライン入園説明会（ＺＯＯＭ）」

とき　９月２日（木）第１部／午後１時～１時15分、

第２部／午後２時～２時15分

申込み　８月20日（金）までに要事前登録（参加の際

に使用するパソコン・タブレット・スマートフォンから

numa-n@aurora.ocn.ne.jpへメール送信）

※見学希望は園に問い合わせてください

問合せ　下表の各認定こども園へ

園名 所在地 電話番号

私
立

沼田幼稚園 坊新田町１１０５-３ 22-2856

恵泉幼稚園 西倉内町６６３-４ 23-3584

ちぐさこども園 柳町３９４ 23-3324

沼田めぐみこども園 清水町４３３０ 24-4163

 ●私立認定こども園（教育）

園名 所在地 電話番号

市
立

利南幼稚園 栄町１４１ 23-1071

薄根幼稚園 善桂寺町７８ 23-0651

入園資格　市内在住の幼児

３歳児

・平成30年４月２日から平成31年４月１日生まれ

４歳児

・平成29年４月２日から平成30年４月１日生まれ

５歳児

・平成28年４月２日から平成29年４月１日生まれ

入園願書　各幼稚園で配布

申込み　土・日曜日、祝日を除く、10月１日（金）

から15日（金）までに各幼稚園へ

※郵送可。10月15日（金）消印有効

入園許可　書類審査と身体検査を行い入園を決定

し、各幼稚園より連絡します

保育料　無償（教材費などの実費分は別途徴収）

その他　市立幼稚園２園は、令和８年３月31日を

もって廃園予定です

問合せ　下表の各幼稚園へ

 ●市立幼稚園

問合せ　子ども課保育係☎内線３１２７

来年４月
からの

101234567 各番号（７桁）を市HP「ページ番号検索」に入力すると関連ページが見られます

1010225


