
< 子育て支援の総合窓口 > 

　小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行
う施設です。新制度に移行した幼稚園についても教育内容、費
用の大きな変更はありません。

草加市はすべての子育て家庭を応援します！！ 草加市はすべての子育て家庭を応援します！！ 
　すべての子育て家庭を支援するために、様々な子育て支援に関する総合窓口の充実
や、身近なところで利用できる地域の子育て支援サービスの充実を進めていきます。 

　子ども・子育て支援新制度では、認定こども園、保育園
等の利用を申請する場合、認定申請も同時に行う必要が
あります。 

１．必要とするすべての家庭が利用できる支援を目指し、待機
児童解消を図るとともに、子どもたちがより豊かに育って
いける支援を目指します。

２．地域の様々な子育て支援の量の拡充や質の向上を進めます。

　幼稚園と保育園の機能や特長をあわせ持った施設です。保
護者の働いている状況に関わりなく、３～５歳のどのお子さ
んも、教育・保育を一緒に受けます。

【１号認定】
満３歳から就学前で、幼稚園などで教育を希望される場合 

【２号認定】
満３歳から就学前で、保育園などで保育を希望される場合 

【３号認定】
満３歳未満で、保育園などで保育を希望される場合 

草加市内では・・・ 
◆幼稚園（新制度）　１園（草加みどり幼稚園） 
◇認定こども園　　１園（あずま幼稚園） 　が新制度に移行します。
　（他15園の幼稚園については平成27年度は新制度に移行しないため、
「認定」の申請を行う必要はありません） 

< 地域子ども・子育て支援サービス> 

（各施設の所在地及び問合せ先については、中面を参照してください。
○や☆は中面の地図の記号と同じです。） 

児童館・児童センター

発行　草加市子ども未来部 
〒340-8550
草加市高砂一丁目1番1号 

　子育て支援センターでは、市内の子育ての情報を案内しているほか、子どものしつけや発育・発
達のこと、家族・家庭・虐待のこと、子育て全般に関することを電話・来所やインターネットで相談
を受けています。子育て支援コーディネーター、ケースワーカー、家庭児童相談員が応じます。 

子育てなんでもダイヤル　☎944-0621 （月～金8：30～ 17：00） 
インターネット相談 （24時間相談を受け付けています。）

そうか子育て応援・情報サイト

ぼっくるん 
　子ども・子育てに関する情報やママたち
の取材班「ぼっくるん隊」の記事、子育て応
援隊の情報などを紹介しています。知りた
いとき、気分転換したいとき、誰かに話し
たいときにサイトに遊びにきてください。 

 

【お子さんの年齢と認定、利用施設について】 
平成27年４月１日以降（年齢の見方：４月１日時点での年齢です） 

【利用施設ごとの申込み先について】 

地域型保育事業
（0～2歳児）

認定こども園
（3～5歳児）

幼稚園
（3～5歳児）

保育園
（0～5歳児）

昼間に保護者が
就労等で家にいない

昼間に保護者が
家にいる

昼間に保護者が
就労等で家にいない

利用希望

地域型保育事業地域型保育事業

保育園保育園

幼稚園部分

保育園部分

幼稚園幼稚園

認可外保育施設認可外保育施設

子ども・子育て支援新制度

新制度外ですが、認定の申請が必要です

3号認定3号認定

2号認定
3号認定
2号認定
3号認定

2号認定2号認定

1号認定1号認定

不要不要

3号認定3号認定

不要不要

小規模保育
（0～2歳）
小規模保育
（0～2歳）

保育園
（0～5歳）
保育園

（0～5歳）

認定こども園
（3～5歳）
認定こども園
（3～5歳）

認定こども園
（3～5歳）
認定こども園
（3～5歳）

幼稚園
（新制度）
幼稚園
（新制度）

新制度に移行
しない幼稚園
新制度に移行
しない幼稚園

家庭保育室
（0～1歳）
家庭保育室
（0～1歳）

認可外保育施設
（0～5歳）
認可外保育施設
（0～5歳）

認定施設 申込み先

保育課保育課

各施設に直接各施設に直接

各施設に直接各施設に直接

保育課保育課

各施設に直接各施設に直接

0～2歳の
子どもがいる家庭

3～5歳の
子どもがいる家庭

家庭保育室家庭保育室

認定こども園認定こども園 認定こども園とは？ 

１号認定？ ２号認定？ ３号認定？ 
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【幼稚園（新制度）、認定こども園（３～５歳）】

　就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育
を行う施設です。 
草加市内では・・・ 
○●認可保育園（公立・私立）
　現在の31園に加え平成27年４月に３園が新設されます。 
　　•じょうえん保育園 　　•さくらんぼ保育園 
　　•草加松原どろんこ保育園 

【保育園（０～５歳）】 

　少人数（定員６～ 19人）を対象にきめ細かな保育を行う、市
の新たな認可事業です。 
草加市内では・・・ 
■地域型保育事業（小規模保育）として平成27年４月より ４施設が認可
される予定です。 
　　•ニコニコルーム 　　　　　　•ニコニコたんぽぽ保育室 
　　•保育室めりーごーらんど 　　•もりまさ保育園草加園 

【地域型保育事業（０～２歳）】

どんな施設があるの？ 

教育・保育の場が増えます
１．認定こども園・幼稚園・保育園を通じた共通の 給付制度の導
入と地域型保育給付として小規模保育等への給付事業の新
設を行います。 

２．教育・保育給付を受けるためには「認定」が必要になります。 

給付制度が新たに整備されます

子どもや家庭のことで悩んだとき、
なんとなく調子が悪い、憂うつ…というときには？ 

　子育て家庭のニーズに合わせて、幼稚園、保育園などの施設や、地域子育て支援などから必要
な支援を選択して利用できるように情報の提供や相談、支援などをしていきます。
　子育て支援センター内にある情報コーナーでは、子育ての先輩である子育て支援コーディ
ネーターが、個々のニーズに応じた情報をコーディネートして提供しています。
　家の近くの遊び場や幼稚園の情報など、ちょっと知りたい、聞きたいときにお気軽にご利用ください。 
☆子ども政策課、子育て支援課、保育課（市役所本庁舎西棟２階） 
☆子育て支援センター

　児童館、児童センターは市内に５か所あります。乳幼児は保護者と一緒に遊びに来てください。開館
中は室内や館庭を利用して遊ぶことができます。また、乳幼児向けの親子体操や読み聞かせ、小学生向
けの科学工作や昔遊び、ドッジボール大会など、さまざまなイベントを企画して皆さんが遊びに来る
のを待っています。児童館によってイベントは異なりますので、詳しくは各館へお問合せください。 
▽児童館[松原、住吉]
▽児童センター [谷塚、新栄、氷川]　

で検索ぼっくるん

●子ども政策課（子ども・子育て支援新制度） ☎922・3492 
●子育て支援課 ☎922・1448 FAX922・3274（共通） 
●保育課（保育園・家庭保育室） ☎922・1491 
●子育て支援センター ☎941・6791 FAX941・6828 

お問合せは

２月20日発行 
平成27年

　地域子育て支援拠点は、主に０～３歳のお子さんが遊べる屋内の広場です。 保護者と一緒に遊
びに来てください。
　自由に遊ぶ以外にも季節のイベントや読み聞かせなどを行っています。また、育児の相談もで
きるので、気軽にスタッフにお声がけください。 
♪つどいの広場９か所
♪地域子育て支援センター [きたうら保育園、あずま保育園内] 

0～3歳のお子さんが遊べる広場（地域子育て支援拠点）

一時預かり
　急な用事や短期のパートタイム就労など、子育て家庭のさまざまなニーズに合わせて、
一時預かりが利用できます。 （対象年齢については各施設にお問合せください） 
○保育園[きたうら、あずま、優優、草加なかよし、にっさとの森、草加にじいろ] 
■小規模保育[ニコニコルーム] 
☆草加市保育ステーション　 
☆草加市ファミリー・サポート・センター　 



……平成27年2月20日号  子ども・子育て特集号3

＜凡例＞
○ 公立保育園
● 私立保育園
■ 小規模保育施設
□ 家庭保育室
◇ 認定こども園
◆ 私立幼稚園
▽ 児童館・児童センター等
♪ 地域子育て支援拠点
（つどいの広場）
☆子育て支援相談窓口
♥ 赤ちゃんスマイルすぽっと

○ 公立保育園
たかさご保育園 ♥ 吉町5-1-48 922-2644
きたうら保育園 ♥ 草加1-3-1 946-6006
あずま保育園 ♥ 中央1-2-5 922-1932
やつか保育園 ♥ 谷塚町1058-3 925-5974
さかえ保育園 ♥ 松原1-3-1 942-0901
きたや保育園 ♥ 松原4-3-1 942-2354
しのは保育園 ♥ 弁天1-10-15 931-5150
あさひ保育園 ♥ 旭町6-14-2 941-2525
やなぎしま保育園 ♥ 柳島町130 927-1482
にしまち保育園 ♥ 西町442 927-0676
せざき保育園 ♥ 瀬崎5-35-10 924-9736
しんぜん保育園 ♥ 新善町433-4 941-5929
しんえい保育園 ♥ 新栄4-813-32 941-5887
やはた保育園 ♥ 八幡町473 936-9670
こやま保育園 ♥ 小山1-19-1 941-9400
ひかわ保育園 ♥ 氷川町1803 927-6855
あおやぎ保育園 ♥ 青柳7-2-1 936-6866
やつかかみ保育園 ♥ 谷塚上町219-1 925-1252

やはた保育園分園
  八幡町1148

  (八幡北小学校内) 
936-5828

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

□ 家庭保育室
松本家庭保育室  旭町2-3-31 936-5033
甲斐家庭保育室  中根3-7-44 932-2115

佐藤家庭保育室 
 吉町5-8-1

  エクセレントダイワ103号 
929-0072

宇佐美家庭保育室  旭町5-5-16 943-0363
もみの木家庭保育室  手代町767-6 924-2053
上園家庭保育室  稲荷4-32-24 932-6173
田村家庭保育室  瀬崎5-27-55 928-0904
せんちゃま家庭保育室 ♥ 神明1-3-47 928-0571

さざんか家庭保育室 
 新善町477

  エクセル彩113号 
941-7620

家庭保育室サン  八幡町668-2 935-7192
しんでん家庭保育室  金明町281-4 936-8002

家庭保育室ぷち・めりー 
 氷川町2152-13

  メゾンプティポワ101号 
929-3339

サンベビー家庭保育室  旭町5-11-25 944-8121
あさひ家庭保育室 ♥ 旭町3-4-15 936-2568
ひまわり家庭保育室  柳島町615-13 921-0070
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4
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◇ 認定こども園
認定こども園あずま幼稚園 ♥ 遊馬町430 925-17411

● 私立保育園
ひかり幼稚舎 ♥ 稲荷4-26-33 935-8787
ハッピーナーサリー ♥ 谷塚2-16-1 921-0094
かおりPutra保育園  氷川町1080-1 951-3072
優優保育園 ♥ 西町932-2 920-3020
草加なかよし保育園  谷塚仲町353-1 922-0369

さくらの実保育園 ♥
 氷川町2116-20

  フロールビル1B 
949-6067

さくらの実保育園分園  住吉2-10-17 948-7337
そうか草花保育園  谷塚町530-1 921-2525
けやきの森保育園清門町園 清門3-59-12 946-5555
めぇめぇこやぎこども園 ♥ 北谷3-36-17 943-3800
にっさとの森保育園  新里町1148-1 921-2310
草加にじいろ保育園  八幡町336-1 936-2488
じょうえん保育園  青柳3-10-20    準備中
さくらんぼ保育園  松原1-1175    準備中
草加松原どろんこ保育園  松原1-1272-2    準備中

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

■ 小規模保育施設
ニコニコルーム ♥ 高砂1-6-34 925-2548

ニコニコたんぽぽ保育室
  高砂1-6-9

  わかばビル１階 
927-1366

保育室めりーごーらんど 
 住吉1-11-17

  三田荘1階 
925-6397

もりまさ保育園草加園 ♥
 中央2-16-6

  南勢堂ビル 
922-0900

1

2

3

4

◆ 私立幼稚園
谷塚幼稚園 ♥ 瀬崎2-37-3 928-0410
ルミ幼稚園  住吉1-6-22 928-0016
いなり幼稚園  稲荷4-14-20 931-4949
かおり幼稚園  氷川町1080-1 928-4489
草加みどり幼稚園  栄町3-3-12 936-0815
青徳幼稚園  青柳7-19-26 936-5560
ひかり幼稚園 ♥ 松原2-1-1 942-1015
草加ひまわり幼稚園 ♥ 松原3-1-1 941-2215
草加藤幼稚園  松原4-4-2 942-1626
新田幼稚園  金明町650 942-5516
谷塚おざわ幼稚園  谷塚町1328-1 927-2828
草加氷川幼稚園 ♥ 氷川町675 925-3006
みのべ幼稚園 ♥ 北谷2-31-1 941-8252
草加ひので幼稚園  中根2-12-35 931-1880
清門幼稚園 ♥ 清門3-12-1 942-5880
フラワー幼稚園  西町1005-1 925-4121

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

♪ 地域子育て支援拠点
　 （つどいの広場）

親子のひろば
のび～すく旭町 ♥ 

旭町4-8-11 942-7141

乳幼児サロンおもちゃばこ
（氷川児童センター内）  

氷川町934-5 928-2341

子育て広場トットちゃん
（高砂児童クラブ内） ♥ 

中央1-2-5 922-0674

つどいの広場きらりん  谷塚1-7-4 923-1313
親子のひろば 
のび～すく青柳 ♥ 

青柳5-22-28 931-0118

つどいの広場おひさま ♥
（谷塚児童センター内）  

谷塚町752 925-1856

つどいの広場
ばぶハウス ♥ 

弁天6-5-16 932-7334

ママサロンもくば
（新栄児童センター内）  

新栄4-813-32 942-9876

つどいの広場ろけっと
（子育て支援センター内）  

松原1-3-1 941-6791

きたうら保育園
地域子育て支援センター  

草加1-3-1 946-6006

あずま保育園
地域子育て支援センター  

中央1-2-5 922-1932

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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▽ 児童館・児童センター等
松原児童館 ♥ 松原2-1-2 941-2905
住吉児童館 ♥ 住吉2-2-8

 928-5736
勤労青少年ホーム   928-5550
谷塚児童センター ♥ 

谷塚町752
 925-1856

青少年交流センター   920-3580
新栄児童センター ♥ 新栄4-813-32 942-9876
氷川児童センター ♥ 氷川町934-5 928-2341
冒険松原あそび場  栄町3-3-23 935-7383

1

2

3

4
5
6

☆ 子育て支援相談窓口
草加市役所 ♥ 高砂1-1-1 922-0151
子育て支援センター ♥ 松原1-3-1 941-6791
児童発達支援センター
あおば学園 ♥ 

青柳6-61-1 936-4972

児童発達支援センター支所  松原1-3-1 941-6795
保健センター ♥ 中央1-5-22 922-0200
保育ステーション ♥
（ファミリー・サポート・センター事務局） 

高砂2-11-17 920-1120

1
2

3

4
5

6

　「♥」赤ちゃんスマイルすぽっと
では、授乳やおむつ替えができるス
ペースや部屋を準備しています。
　上記のポスターが目印です。

※平成27年2月現在（平成27年4月開園予定を含む）

放課後児童クラブは各小学校にあります。
（草加小は住吉児童館） 住　所　　　　電　話

住　所　　　　電　話

住　所　　　　電　話

住　所　　　　電　話

住　所　　　　電　話

住　所　　　　電　話

住　所　　　　電　話

住　所　　　　電　話

住　所　　　　電　話

☆
草加市役所
☆
草加市役所

▽♪新栄児童センター▽♪新栄児童センター
○しんえい保育園○しんえい保育園

◆清門幼稚園◆清門幼稚園

◆新田幼稚園◆新田幼稚園

○あさひ保育園○あさひ保育園
□あさひ家庭保育室□あさひ家庭保育室

□サンベビー家庭保育室□サンベビー家庭保育室
□松本家庭保育室□松本家庭保育室

●草加松原どろんこ保育園●草加松原どろんこ保育園

◆草加みどり幼稚園◆草加みどり幼稚園

◆◆ ◆◆草加藤幼稚園草加藤幼稚園

栄児童クラブ♥栄児童クラブ♥

□宇佐美家庭保育室□宇佐美家庭保育室

○しんぜん保育園○しんぜん保育園
□さざんか家庭保育室□さざんか家庭保育室

♥勤労福祉会館♥勤労福祉会館

♥中央図書館♥中央図書館

♥原町コミセン♥原町コミセン

♥松原児童クラブ♥松原児童クラブ
きたや保育園○きたや保育園○

草加ひまわり
幼稚園

草加ひまわり
幼稚園

◆
ひかり幼稚園

◆
ひかり幼稚園

▽松原児童館▽松原児童館
さかえ保育園○さかえ保育園○

●さくらんぼ保育園●さくらんぼ保育園

♥花栗南児童クラブ♥花栗南児童クラブ

◆フラワー幼稚園◆フラワー幼稚園

●優優保育園●優優保育園

○にしまち保育園○にしまち保育園

さくらの実保育園●さくらの実保育園●

◆かおり幼稚園◆かおり幼稚園
●かおりPutra 保育園●かおりPutra 保育園
▽♪

氷川児童センター
▽♪

氷川児童センター
水道庁舎♥水道庁舎♥

物産・観光♥
情報センター
物産・観光♥
情報センター

♥氷川コミセン♥氷川コミセン

○
ひかわ保育園

○
ひかわ保育園

●草加なかよし保育園●草加なかよし保育園

●ハッピーナーサリー●ハッピーナーサリー

○やつか保育園○やつか保育園

そうか草花保育園●そうか草花保育園●

♪つどいの広場きらりん♪つどいの広場きらりん♥両新田児童クラブ♥両新田児童クラブ

♥ふれあいの里♥ふれあいの里

○やつかかみ保育園○やつかかみ保育園

○やなぎしま保育園○やなぎしま保育園

♥柳島コミセン♥柳島コミセン
♥新里文化センター♥新里文化センター

●にっさとの森保育園●にっさとの森保育園 ◆谷塚おざわ幼稚園◆谷塚おざわ幼稚園

▽♪谷塚児童センター
　　青少年交流センター
▽♪谷塚児童センター
　　青少年交流センター

♥谷塚児童クラブ
　谷塚文化センター
♥谷塚児童クラブ
　谷塚文化センター

□ひまわり家庭保育室□ひまわり家庭保育室

◇認定こども園あずま幼稚園◇認定こども園あずま幼稚園

草加氷川幼稚園◆草加氷川幼稚園◆

西町児童クラブ♥西町児童クラブ♥

きたうら保育園○
（♪地域子育て支援センター）　

きたうら保育園○
（♪地域子育て支援センター）　

☆♪子育て支援センター・児童発達支援センター支所☆♪子育て支援センター・児童発達支援センター支所

♥小山児童クラブ♥小山児童クラブ

●めぇめぇこやぎこども園●めぇめぇこやぎこども園

○こやま保育園○こやま保育園

◆みのべ幼稚園◆みのべ幼稚園

♪親子のひろば
　のび～すく旭町
♪親子のひろば
　のび～すく旭町

□しんでん家庭保育室□しんでん家庭保育室

♥柿木公民館♥柿木公民館

♥そうか公園♥そうか公園

○やはた保育園分園○やはた保育園分園
♥市民温水プール♥市民温水プール

◆青徳幼稚園◆青徳幼稚園

○あおやぎ保育園○あおやぎ保育園

□家庭保育室サン□家庭保育室サン

○やはた保育園○やはた保育園

♪親子のひろば
　のび～すく青柳
♪親子のひろば
　のび～すく青柳 ♥川柳文化センター♥川柳文化センター

八幡児童クラブ♥八幡児童クラブ♥

♥八幡コミセン♥八幡コミセン
●草加にじいろ保育園●草加にじいろ保育園

◆草加ひので幼稚園◆草加ひので幼稚園
□甲斐家庭保育室□甲斐家庭保育室

○しのは保育園○しのは保育園

♪つどいの広場ばぶハウス♪つどいの広場ばぶハウス

♥環境業務センター♥環境業務センター

●じょうえん保育園●じょうえん保育園

♥稲荷児童クラブ♥稲荷児童クラブ

●ひかり幼稚舎●ひかり幼稚舎いなり幼稚園◆いなり幼稚園◆
♥稲荷コミセン♥稲荷コミセン

♥文化会館・市民体育館♥文化会館・市民体育館

♥社会福祉協議会・教育支援室♥社会福祉協議会・教育支援室

♥リサイクルセンター♥リサイクルセンター

♥消防本部♥消防本部
□せんちゃま家庭保育室□せんちゃま家庭保育室
♥歴史民俗資料館♥歴史民俗資料館

♥アコスホール♥アコスホール

ニコニコルーム
■

ニコニコルーム
■

☆
保健センター
☆
保健センター

♥高砂コミセン♥高砂コミセン
♥♪高砂児童クラブ♥♪高砂児童クラブ
○あずま保育園
　（♪地域子育て支援センター）
○あずま保育園
　（♪地域子育て支援センター）

ルミ幼稚園
◆

ルミ幼稚園
◆

家庭保育室ぷち・めりー□家庭保育室ぷち・めりー□
■

　保育室めりーごーらんど　
■

　保育室めりーごーらんど　
☆保育ステーション☆保育ステーション

♥中央公民館♥中央公民館

●さくらの実保育園分園●さくらの実保育園分園

■もりまさ保育園草加園■もりまさ保育園草加園

□もみの木家庭保育室□もみの木家庭保育室

♥社会福祉活動センター♥社会福祉活動センター

♥記念体育館♥記念体育館♥瀬崎コミセン♥瀬崎コミセン
□田村家庭保育室□田村家庭保育室

○せざき保育園○せざき保育園

♥吉町グランド♥吉町グランド

◆谷塚幼稚園◆谷塚幼稚園

□佐藤家庭保育室□佐藤家庭保育室

○たかさご保育園○たかさご保育園

ニコニコ
たんぽぽ保育室■
ニコニコ
たんぽぽ保育室■

▽住吉児童館
　勤労青少年ホーム
▽住吉児童館
　勤労青少年ホーム

綾瀬川左岸広場綾瀬川左岸広場

▽冒険松原あそび場▽冒険松原あそび場

□上園家庭保育室□上園家庭保育室

☆児童発達支援センター  あおば学園☆児童発達支援センター  あおば学園
♥清門児童クラブ♥清門児童クラブ

●●けやきの森保育園清門町園けやきの森保育園清門町園

♥新田西文化センター♥新田西文化センター
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< 子育て支援の総合窓口 > 

　小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行
う施設です。新制度に移行した幼稚園についても教育内容、費
用の大きな変更はありません。

草加市はすべての子育て家庭を応援します！！ 草加市はすべての子育て家庭を応援します！！ 
　すべての子育て家庭を支援するために、様々な子育て支援に関する総合窓口の充実
や、身近なところで利用できる地域の子育て支援サービスの充実を進めていきます。 

　子ども・子育て支援新制度では、認定こども園、保育園
等の利用を申請する場合、認定申請も同時に行う必要が
あります。 

１．必要とするすべての家庭が利用できる支援を目指し、待機
児童解消を図るとともに、子どもたちがより豊かに育って
いける支援を目指します。

２．地域の様々な子育て支援の量の拡充や質の向上を進めます。

　幼稚園と保育園の機能や特長をあわせ持った施設です。保
護者の働いている状況に関わりなく、３～５歳のどのお子さ
んも、教育・保育を一緒に受けます。

【１号認定】
満３歳から就学前で、幼稚園などで教育を希望される場合 

【２号認定】
満３歳から就学前で、保育園などで保育を希望される場合 

【３号認定】
満３歳未満で、保育園などで保育を希望される場合 

草加市内では・・・ 
◆幼稚園（新制度）　１園（草加みどり幼稚園） 
◇認定こども園　　１園（あずま幼稚園） 　が新制度に移行します。
　（他15園の幼稚園については平成27年度は新制度に移行しないため、
「認定」の申請を行う必要はありません） 

< 地域子ども・子育て支援サービス> 

（各施設の所在地及び問合せ先については、中面を参照してください。
○や☆は中面の地図の記号と同じです。） 

児童館・児童センター

発行　草加市子ども未来部 
〒340-8550
草加市高砂一丁目1番1号 

　子育て支援センターでは、市内の子育ての情報を案内しているほか、子どものしつけや発育・発
達のこと、家族・家庭・虐待のこと、子育て全般に関することを電話・来所やインターネットで相談
を受けています。子育て支援コーディネーター、ケースワーカー、家庭児童相談員が応じます。 

子育てなんでもダイヤル　☎944-0621 （月～金8：30～ 17：00） 
インターネット相談 （24時間相談を受け付けています。）

そうか子育て応援・情報サイト

ぼっくるん 
　子ども・子育てに関する情報やママたち
の取材班「ぼっくるん隊」の記事、子育て応
援隊の情報などを紹介しています。知りた
いとき、気分転換したいとき、誰かに話し
たいときにサイトに遊びにきてください。 

 

【お子さんの年齢と認定、利用施設について】 
平成27年４月１日以降（年齢の見方：４月１日時点での年齢です） 

【利用施設ごとの申込み先について】 

地域型保育事業
（0～2歳児）

認定こども園
（3～5歳児）

幼稚園
（3～5歳児）

保育園
（0～5歳児）

昼間に保護者が
就労等で家にいない

昼間に保護者が
家にいる

昼間に保護者が
就労等で家にいない

利用希望

地域型保育事業地域型保育事業

保育園保育園

幼稚園部分

保育園部分

幼稚園幼稚園

認可外保育施設認可外保育施設

子ども・子育て支援新制度

新制度外ですが、認定の申請が必要です

3号認定3号認定

2号認定
3号認定
2号認定
3号認定

2号認定2号認定

1号認定1号認定

不要不要

3号認定3号認定

不要不要

小規模保育
（0～2歳）
小規模保育
（0～2歳）

保育園
（0～5歳）
保育園

（0～5歳）

認定こども園
（3～5歳）
認定こども園
（3～5歳）

認定こども園
（3～5歳）
認定こども園
（3～5歳）

幼稚園
（新制度）
幼稚園
（新制度）

新制度に移行
しない幼稚園
新制度に移行
しない幼稚園

家庭保育室
（0～1歳）
家庭保育室
（0～1歳）

認可外保育施設
（0～5歳）
認可外保育施設
（0～5歳）

認定施設 申込み先

保育課保育課

各施設に直接各施設に直接

各施設に直接各施設に直接

保育課保育課

各施設に直接各施設に直接

0～2歳の
子どもがいる家庭

3～5歳の
子どもがいる家庭

家庭保育室家庭保育室

認定こども園認定こども園 認定こども園とは？ 

１号認定？ ２号認定？ ３号認定？ 
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【幼稚園（新制度）、認定こども園（３～５歳）】

　就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育
を行う施設です。 
草加市内では・・・ 
○●認可保育園（公立・私立）
　現在の31園に加え平成27年４月に３園が新設されます。 
　　•じょうえん保育園 　　•さくらんぼ保育園 
　　•草加松原どろんこ保育園 

【保育園（０～５歳）】 

　少人数（定員６～ 19人）を対象にきめ細かな保育を行う、市
の新たな認可事業です。 
草加市内では・・・ 
■地域型保育事業（小規模保育）として平成27年４月より ４施設が認可
される予定です。 
　　•ニコニコルーム 　　　　　　•ニコニコたんぽぽ保育室 
　　•保育室めりーごーらんど 　　•もりまさ保育園草加園 

【地域型保育事業（０～２歳）】

どんな施設があるの？ 

教育・保育の場が増えます
１．認定こども園・幼稚園・保育園を通じた共通の 給付制度の導
入と地域型保育給付として小規模保育等への給付事業の新
設を行います。 

２．教育・保育給付を受けるためには「認定」が必要になります。 

給付制度が新たに整備されます

子どもや家庭のことで悩んだとき、
なんとなく調子が悪い、憂うつ…というときには？ 

　子育て家庭のニーズに合わせて、幼稚園、保育園などの施設や、地域子育て支援などから必要
な支援を選択して利用できるように情報の提供や相談、支援などをしていきます。
　子育て支援センター内にある情報コーナーでは、子育ての先輩である子育て支援コーディ
ネーターが、個々のニーズに応じた情報をコーディネートして提供しています。
　家の近くの遊び場や幼稚園の情報など、ちょっと知りたい、聞きたいときにお気軽にご利用ください。 
☆子ども政策課、子育て支援課、保育課（市役所本庁舎西棟２階） 
☆子育て支援センター

　児童館、児童センターは市内に５か所あります。乳幼児は保護者と一緒に遊びに来てください。開館
中は室内や館庭を利用して遊ぶことができます。また、乳幼児向けの親子体操や読み聞かせ、小学生向
けの科学工作や昔遊び、ドッジボール大会など、さまざまなイベントを企画して皆さんが遊びに来る
のを待っています。児童館によってイベントは異なりますので、詳しくは各館へお問合せください。 
▽児童館[松原、住吉]
▽児童センター [谷塚、新栄、氷川]　

で検索ぼっくるん

●子ども政策課（子ども・子育て支援新制度） ☎922・3492 
●子育て支援課 ☎922・1448 FAX922・3274（共通） 
●保育課（保育園・家庭保育室） ☎922・1491 
●子育て支援センター ☎941・6791 FAX941・6828 

お問合せは

２月20日発行 
平成27年

　地域子育て支援拠点は、主に０～３歳のお子さんが遊べる屋内の広場です。 保護者と一緒に遊
びに来てください。
　自由に遊ぶ以外にも季節のイベントや読み聞かせなどを行っています。また、育児の相談もで
きるので、気軽にスタッフにお声がけください。 
♪つどいの広場９か所
♪地域子育て支援センター [きたうら保育園、あずま保育園内] 

0～3歳のお子さんが遊べる広場（地域子育て支援拠点）

一時預かり
　急な用事や短期のパートタイム就労など、子育て家庭のさまざまなニーズに合わせて、
一時預かりが利用できます。 （対象年齢については各施設にお問合せください） 
○保育園[きたうら、あずま、優優、草加なかよし、にっさとの森、草加にじいろ] 
■小規模保育[ニコニコルーム] 
☆草加市保育ステーション　 
☆草加市ファミリー・サポート・センター　 
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