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令和4年度 保育施設の入所受け付けを開始します令和4年度 保育施設の入所受け付けを開始します
▶入所時期　令和4年4月
▶対 象　保護者の就労などにより、保育施設で保育を受ける必要のある乳幼児
　※利用に当たっては、市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
▶配布開始日 10月1日㈮
▶配布場所　子ども未来課、市内認可保育施設※市ホームページからダウンロード可
▶受付日時　11月15日㈪～ 19日㈮午前9時～午後4時30分
　※ 11月21日以降に申請書類を提出した方は、受付日時までに提出をした方の入

所選考を行った後の選考対象となりますので、あらかじめご了承ください。
▶受付場所　商工センター 2階パブリックホール
▶市外の保育設施を希望する場合 (希望する保育施設に1つでも市外の保育施設が含まれる場合)
　 本市から希望する保育施設のある市町村へ協議しますので、事前に子ども未来課へご相談いただき、当該市町村の入所受
付締切日の1週間前までに同課まで申請書類を提出してください。なお、市町村ごとに受付期間が異なるため、詳細は当
該市町村へ直接問い合わせください。

▶注意事項　
　•現在入所が保留になっている方や保育施設の転園を希望する方も、新たに申請が必要です。
　• 入所申し込み前に、お子さんと一緒に希望する保育施設の見学をお願いします。なお、見学の前にはあらかじめ保育
施設に連絡してください。

▶ そ の 他　年度途中の入所は、入所希望月の前月10日を申込締切日としていますが、令和4年3月入所の申込締切日は、
令和4年1月31日㈪となりますので、ご注意ください。

▶市内認可保育施設一覧

▶問い合わせ 同課保育担当(内線257・263)

名　　称 所 在 地 電話番号
認可保育所（対象年齢：0歳児～5歳児）
若葉保育園 行田11―10 556―2797
和光保育園 佐間3―20―3 556―2503
白鳩保育園 駒形2―7―7 554―5221
ホザナ保育園 荒木1590―1 559―1543
太井保育園 棚田町1―58―10 556―5340
小羊チャイルドセンター 若小玉3547―1 556―7753
太田保育園 藤間510―3 559―3644
埼玉保育園 埼玉4595―1 559―2433
持田保育園 城西4―3―4 556―5456
長野保育園 長野1―34―5 553―3177
南河原保育園 南河原851 557―3234

名　　称 所 在 地 電話番号
認定こども園(保育部分、対象年齢：0歳児～5歳児)
行田こども園※1 荒木4961 557―2943
やごうこども園※1 谷郷2―5―1 554―5752
地域型保育事業所(対象年齢：0歳児～2歳児)
たけのこ保育室 門井町2―17―7 553―0378
長澤家庭保育室 駒形2―11―11 554―2539
あゆみ保育園 棚田町1―50―1 553―5277
こどものみらい保育園 行田9―25 598―7035
きらめきの森保育園 渡柳563―3 559―1001

令和4年度 私立幼稚園の入園児童の募集を開始します令和4年度 私立幼稚園の入園児童の募集を開始します
　市内の私立幼稚園では、特色ある保育内容と子どもの年齢に合わせたカリキュラムを用意しています。また、長時間保
育や夏休み中の預かり保育なども実施しています。詳しくは、各幼稚園へ問い合わせください。

▶募集年齢　【２年保育】平成29年4月2日～平成30年4月1日生まれのお子さん
　　　　　　【３年保育】平成30年4月2日～平成31年4月1日生まれのお子さん
　　　　　　【４年保育】平成31年4月2日～令和２年4月1日生まれのお子さん
▶願書の配布場所　10月15日㈮から各幼稚園
▶受付開始　11月1日㈪※受付日や受付時間など、詳しくは各園に問い合わせください。
▶願書の提出先　入園を希望する幼稚園

▶問い合わせ 各幼稚園

幼稚園名 所 在 地 電話番号
老本幼稚園 旭町16―38 553―2771
行田幼稚園 富士見町2―27―5 554―5169
富士見ヶ丘幼稚園 駒形1―9―7 556―7494
ホザナ幼稚園 本丸11―20 555―2301

幼稚園名 所 在 地 電話番号
まつたけ幼稚園 門井町2―19―9 554―7348
南河原幼稚園 南河原777―2 557―0234
やごうこども園(教育部分) 谷郷2―5―1 554―5752
やなぎ幼稚園 渡柳563―3 559―1001

令和4年度 学童保育室の入室受け付けを開始します令和4年度 学童保育室の入室受け付けを開始します
▶入室期間　令和4年4月1日～令和5年3月31日
▶対 象　保護者の就労などにより、昼間常時留守となる家庭の小学生
▶申込書類受付期間　10月1日㈮～ 11月8日㈪
▶配布場所　学童保育室または子ども未来課
　　　　　　※市ホームページからダウンロード可
▶受付場所　 入室を希望する学童保育室(受付時間は月～金曜日の午後

2時～ 6時※祝日を除く）
▶注 意　•現在学童保育室を利用している場合も申請が必要です。
　　　　　　• 入室決定は申し込み順ではありません。お子さんの学年や保護者の勤

務状況などを審査し、入室の必要性が高い方から決定します。
▶保護者の就労における入室基準

▶問い合わせ 同課子ども未来担当（内線262）

　麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどの薬物
乱用は、健康を害する大変危険なもので、自分の
人生だけでなく、家族など周りの人たちの人生ま
でも狂わせてしまいます。特に大麻は、「体に害が
ない」などの誤った情報で若者を中心に乱用が増
加しています。薬物の誘いには、きっぱりはっき
り断りましょう。薬物乱用は1回でも「ダメ。ゼッ
タイ。」です。
　正しい知識を身に付け、薬物乱用を根絶しま
しょう。薬物でお困りの方は、ご相談ください。

▶問い合わせ 加須保健所☎0480―61―1216また
は県薬務課☎048―830―3633

　「いじめを受けてつらい」と感じていたら、すぐに「いじめそ
うだんホットライン」をご利用ください。お子さんだけでなく、
保護者からの相談もお受けします。

▶電話番号　0120―2
つな ぐ
79―8

はな し
74

▶利用時間　 午前8時30分～午
後6時（土･日曜日、
祝日などを除く）

▶Eメール相談アドレス　
y
ゆ う き
uuki@city.gyoda.lg.jp

▶対　　象　 小・中学生および
その保護者など

▶問い合わせ  教育研修センター
☎556―6458

10月1日から11月30日まで10月1日から11月30日まで
麻薬・麻薬・覚覚

かくせいかくせい

醒醒剤・大麻乱用防止運動を剤・大麻乱用防止運動を
実施します実施します

ひとりでかかえこまないでひとりでかかえこまないで
いじめそうだんホットライン開設中いじめそうだんホットライン開設中

学区域 名　　称 場　　　所 電話番号

中央小

中央学童保育室 中央小学校敷地内 556―0402

みずしろ学童保育室
コミュニティセン
ターみずしろ3階
（児童センター内）

556―1139

南小

南第一学童保育室
（低学年中心） 南小学校校舎内 556―6666

南第二学童保育室
（中・高学年中心） 南小学校敷地内 552―0577

西小

西第一学童保育室
（低学年中心) 西小学校南校舎内 556―1143

西第二学童保育室
（中・高学年中心) 西小学校北校舎内 579―5347

東小

東第一学童保育室
（中・高学年中心） 東小学校校舎内 554―3750

東第二学童保育室
（低学年中心） 東小学校敷地内 556―5231

北小

北第一学童保育室
（低学年中心） 北小学校体育館内 553―3040

北第二学童保育室
（中・高学年中心） 北小学校校舎内 556―7219

学区域 名　　称 場　　　所 電話番号

桜ヶ丘小
さくら第一学童保育室
（低学年中心） 桜ヶ丘小学校敷地内

552―0556さくら第二学童保育室
（中・高学年中心） 桜ヶ丘小学校校舎内

太田西小 太田西学童保育室 太田西小学校校舎内 554―2448

泉小
泉太井学童保育室 泉小学校敷地内 554―5808

太井学童保育室 太井保育園敷地内 556―5340

埼玉小 埼玉学童保育室 埼玉小学校敷地内 559―2500

南河原小 南河原学童保育室 南河原支所内 557―3331

下忍小 下忍学童保育室 下忍小学校敷地内 556―8840

荒木小 荒木学童保育室 荒木小学校校舎内 557―5430

太田東小 学童保育室送迎支援事業により、原則として太田西学童
保育室を利用していただきます。

※1  認定こども園の教育部分の入園については、各施設へ直接
問い合わせください。

児童の学年 勤務終了時間 月の平均勤務日数

　 1年生 午後3時以降 　　12日以上

　 2～4年生 午後3時以降 　　15日以上

　 5～6年生 午後4時以降 　　15日以上

▶学童保育室一覧


