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保育所・認定こども園（保育園部）・小規模保育事業所の利用申込みのご案内 

 

この案内は、教育・保育給付認定や保育施設の利用に関する手続方法等について記載しています。内

容をよく確認し、手続きをしてください。 

 

●2023 年度年齢別クラス 

クラス 生 年 月 日 クラス 生 年 月 日 

０歳児クラス 2022年４月 2 日～2024 年４月 1 日 3 歳児クラス 2019年４月 2 日～2020 年４月 1 日 

1 歳児クラス 2021年４月 2 日～2022 年４月 1 日 4 歳児クラス 2018年４月 2 日～2019 年４月 1 日 

2 歳児クラス 2020年４月 2 日～2021 年４月 1 日 5 歳児クラス 2017年４月 2 日～2018 年４月 1 日 

 

 

保育の必要性の認定（教育・保育給付認定）とは 

 認定の種類は３種類です。認定区分によってどの施設を利用することができるかが決まります。 

 保育施設の利用を希望する場合は、２号認定、３号認定を受けることが必要です。 

１号認定の子ども ２号認定の子ども ３号認定の子ども

保育を必要とする

０～２
歳児

保育を必要とする

３～５
歳児

保育を必要としない

３～５
歳児

●就労（月64時間以上） ●求職活動中（起業準備含む）

●産前・産後 ●就学（職業訓練を含む）
●保護者の疾病、負傷、障がい●虐待やDVのおそれがあること

●同居親族の介護・看護 ●育休取得時の継続利用

●災害復旧 ●その他市長が認める場合

保育の必要性の認定要件

教育標準認定 保育認定

 

支給認定区分 利用できる施設 

１号認定 幼稚園、認定こども園（幼稚園部） 

２号認定 保育所（園）、認定こども園（保育園部） 

３号認定 保育所（園）、認定こども園（保育園部）、小規模保育事業所 
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保育の必要性について 

保育施設の利用にあたっては、保育の必要性の認定（教育・保育給付認定）が必要です。認定を受け

ることができない場合は、保育施設を利用することはできません。市内に住む乳幼児で、その保護者が

それぞれ以下のいずれかの事由に該当する場合、保育の必要性が認められます。 

保育を必要

とする事由 
保護者の状況 

就労・就学 月に 64 時間以上家庭内外で勤務（就学）していることを常態とし、労働に見合った対価

を給与または報酬として受け取っている場合。 

妊娠・出産 出産(予定)月の前 3 か月以降、出産日から８週を経過する日の翌日が属する月の末日以内。 

ただし、出産日が基準となるため、利用可能期間は変更になる場合があります。 

疾病・障害等 保護者の病気、精神もしくは身体の障害により児童の保育ができない場合。 

親族の介護 同居の親族（長期入院等している親族を含む）の常時介護・看護により児童の保育ができ

ない場合。 

求職活動 継続した求職活動を行っている場合。（起業準備も含む） ※認定期間は最長 3 か月。 

育児休業中

の継続利用 

育児休業取得時に、既に施設を利用している子どもがいて、復帰後も同一施設の継続利用

を希望する場合（育児休業中の転園は不可）。 

災害復旧 火災等の災害復旧に当たっているため児童の保育ができない場合。 

その他 「子ども・子育て支援法施行規則」第一条の五の各号に該当すること。 

※就労で得た収入については、毎年、確定申告や市への収入申告が必要となります。 

・申込み中又は入所後に「保育を必要とする事由」に変更が生じた場合は、手続きが必要となります。

速やかに子育て支援課まで連絡の上、「教育・保育給付認定変更認定申請書」及び「保育を必要とする

状況の確認書類」を提出してください。 

・「保育を必要とする事由」ごとに有効期間が設定されています。有効期間後も引き続き利用を希望する

場合は、「教育・保育給付認定変更認定申請書」及び新たな「保育を必要とする状況の確認書類」を有

効期間最終月の１５日（休日の場合は前開庁日）までに提出してください。 

・ 就労予定及び育休中の方は勤務開始（復帰）月の前月からに限り、保育施設を利用できます。利用が

決まった場合、入所月の翌月末までに勤務開始又は職場復帰することが必要です。勤務開始又は復帰

しなかったときは、退所（園）していただく場合があります。 

・入所後に保育を必要とする事由がなくなった場合は退所（園）となります。 

・2023年４月入所分の認定証については、審査事務が集中するため審査に時間を要することから、審

査結果は 2023年１月下旬頃の発送となりますので、ご了承ください。 
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保育必要量とは 

 ２号認定、３号認定は、保育の必要量に応じてさらに保育標準時間と保育短時間の２つの区分に認定

されます。父母のどちらかが短時間認定の基準に該当する場合は、短時間認定となります。 

それぞれの時間帯を超えて利用する場合は延長保育となり、延長保育料を負担していただきます。保

育短時間の利用可能時間帯及び延長保育料については各施設によって異なるため、「沼津市内保育施設一

覧」にてご確認ください。                         

認定区分 
保育時間数 

（保育の必要量） 
認定の基準 

保育短時間 １日あたり 8 時間まで ○月 120時間未満の就労等  ○求職活動中 

○育児休業取得中 

保育標準時間 

 

１日あたり 11時間まで ○フルタイム又はそれに近い就労等（月 120 時間以上） 

○妊娠・出産要件の期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月の就労時間、就学時間等が 120時間未満で、勤務先、就学先までの通勤、通学時間を要する等、「保

育短時間」認定の利用可能時間内に送迎が間に合わない場合は、「保育標準時間」認定を希望することが

できます。「保育標準時間」認定を希望する際は、「保育時間変更に関する申立書」及び「教育・保育給

付認定変更認定申請書」の提出が必要です。 

 

※書類の提出をしていただいても、審査の結果によっては「保育標準時間」認定への変更が認められな

い場合もあります。 

                    

 

保育標準時間保育の利用可能時間帯

開所時間

保育短時間
認定の場合

保育標準時間
認定の場合

19:00

延長保育保育標準時間利用（最大で11時間）

保育短時間保育の利用可能時間帯

7:00 8:30 16:30 18:00

○利用時間の考え方（例）

保育短時間利用（最大で８時間） 延長保育 延長保育延長保育
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2023 年度 保育施設の利用申込み日程について 

保育施設の入所は月毎に決定し、月の初日からの利用となりますので、月の途中からの利用はできま

せん。なお、利用申込みには下記のとおり締切日がありますので注意してください。また、不足書類が

ある場合には受付できませんのでご注意ください。 

 

2023 年 4 月からの利用を希望  

締切毎に利用調整を行い入所者を決定します。 

求職要件の方は、第２次選考から申込みが可能となりますので、第１次選考締切日後から第２次選考

締切日までにお申込みください。 

締切後に希望園の変更はできませんが、第１次選考で「入所保留」となった場合は、第２次選考締切

日まで変更が可能です。 

各施設の第１次選考後の空き状況については、市ＨＰ上の子育てポータルサイトに掲載する予定です。

第２次選考において「入所保留」となった方は、引き続き５月以降も選考の対象となります。 

 

     申 込 書 類 配 付   2022年 10 月 3日（月）～10月 ７日（金）  

→市役所１階多目的スペース 

              2022 年 10月１１日（火）～ 

             →市役所 1階子育て支援課 

   受 付 開 始    2022年 10 月２７日（木）  

第１次選考締切日    2022 年 11月１５日（火） 入所内定 1 月下旬 

第２次選考締切日      2023 年 1 月３１日（火） 入所内定 3 月中旬 

受 付 場 所    市役所 1階子育て支援課 及び 戸田こども園 

受 付 時 間   9 時 ～ 16時 30 分    

 

      ＜１階＞ 

    

 

2023 年５月以降の入所を希望    

受 付 場 所   市役所１階子育て支援課窓口 

締 切 日   入所を希望する月の前月１５日（休日の場合は前開庁日）  
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(保育園) 

 

(認定こども園) 

 

(小規模事業所) 

 

(幼稚園) 

 

園情報はこちら 

申込みから入所決定まで 

入所については保育を必要とする事由の必要性の高い方から決定します（先着順ではありません）。 

入所の内定は、締切後  ４月入所の場合・・・前頁の日程で決定し保護者宛にお知らせします。 

５月以降の場合・・・毎月２５日頃に、保護者宛にお知らせします。 

各施設の定員があるため、希望の施設に入所できない場合もあります。 

【保護者】        【市】          【保護者】              ≪利用開始≫ 

 利用申込書類を 

市に提出 

 

審査・利用調整及び

利用決定 

利用決定施設でオリ

エンテーション 

１～２週間程度の慣

らし保育後通常保育 

 

慣れ保育は入所後に行います。お子さんや施設の状況により預かり時間や期間が異なりますので、各

施設に相談してください。 

希望施設について 

希望施設について 

希望施設は何か所でも申し込むことができます。ただし、第一希望以外に内定した場合でもキャンセルす

ることがないように選んでください。内定後にキャンセルした場合は、年度内に再度入所申し込みをした際

に、利用調整（入所の選考）での優先順位が下がります。 

入所できなかった場合は、年度内は毎月利用調整を行います。希望施設の変更や追加等がありましたら、

各月の締切日までに連絡してください。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

保育所等の空き情報について 

  市 HP 上の子育てポータルサイトにて、翌月の各施設の空き情報を掲載しています。毎月７日前後に翌月

の情報を更新していますので、ご活用ください。 

 

施設の見学について 

  各施設では、保育の方針や保育料以外の費用などが異なります。事前に希望施設の見学を行い、実際に通

園が可能かどうか確認をしてから申し込みをしてください。 施設の見学は、行事等で十分な対応ができない

場合がありますので、事前に各施設へお問い合わせください。 

 また、保育園の見学時に利用できる「保育園さがしワークシート」（別紙）を作成しました。 

 見学の際にぜひご活用ください。 

保育園等の募集状況はこちら 

1～2 週間程度の 

慣れ保育後通常保育 
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待機児童預かり（金岡待機センター）について（０、１、２歳児クラスのみ） 

待機児童預かりは、「３か所以上の保育施設を希望」し、かつ「保育の必要性が高いにもかかわらず入所で

きなかった方」を対象に入所できるまでの間お子さんをお預かりする制度です。金岡保育所内で０、１、２

歳児を合同で保育します。保育料及び保育時間は、入所児童と変わりません。保育施設に入所が決定したら

預かりは終了すること、待機児童預かり利用中は希望施設の変更・追加はできない等の条件があります。ま

た、慣れ保育は、金岡待機センター入所時、保育施設入所時の２回必要です。 

利用を希望する場合には、締切日までに申し出が必要です。 

（定員があるため、利用調整の結果、対象となる方でも利用できないことがあります。利用できる場合のみ

連絡します。※利用できない場合は連絡がありません。） 

市外施設への申込み、市外からの申込みについて 

市外の施設を希望する場合 

 希望施設に市外の施設が含まれている場合には、施設の所在市区町村の申込み締切日をあらかじめ確

認し、締切日の 10 日前までに沼津市の様式を使用し、沼津市へ申込みしてください。勤務地が施設の

所在市区町村にあるなどの条件が必要です。当該地域の住民の入所が優先されるため、希望しても入所

できないことがあります。 

 

現在沼津市外に住み、沼津市転入後に沼津市内の保育施設を希望する場合 

  入所希望月の前月末までに転入する場合に限り、沼津市民と同様の利用調整を行います。沼津市の

締切日の 10 日前までに現住所地の市区町村の定める申請書類を、現住所地の市区町村に提出してく

ださい（市区町村間で手続きをします）。その際、「転入に関する誓約書」（沼津市様式）を、申請書類

に加えて提出してください。 

 ※「転入に関する誓約書」に記載されたとおりに転入（住民登録の異動）しなかった場合は、内定や

利用決定は取り消します。 

保育施設の利用申込みに必要な書類 

  必要な書類が不足している場合や申込書類一式に含まれていない場合は、子育て支援課や各施設で

受け取るか、沼津市ホームページからダウンロードしてください。 

全

員

が

提

出 

No. 必 要 書 類 備 考 

１ 2023 年度施設利用申込書兼児童台帳兼現況届 世帯につき１部 

２ 教育・保育給付認定申請書 児童 1人につき１部 

３ 児童の状況調査票 児童 1人につき１部 

４ 保育を必要とする状況の確認書類 保護者 1 人につき 1部 

５ 申請にあたっての誓約書 世帯につき 1 部 

 

１ 2023 年度施設利用申込書兼児童台帳兼現況届（世帯につき１部） 

 

２ 教育・保育給付認定申請書（新規申込児童１人につき１部） 

  ＊申請者、配偶者、申込児童のマイナンバー（個人番号）を記載してください。また、申請の際

には下記の確認書類を持参してください。 

 ・申請者の身分証明書（写真入り）1点又は身分証明書（写真無し）2点 

   （個人番号カードをお持ちの方は個人番号カードのみで可） 

   ・申請者、配偶者及び申込児童の通知カード又は個人番号カード 
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３ 児童の状況調査票（新規申込児童１人につき１部） 

発達について気になること、障がい・アレルギー等については申請時にお伝えください。 

 

４ 保育を必要とする状況の確認書類（提出が必要な方ごとに、それぞれの要件の必要書類） 

   提出が必要な方は、お子さんの父母、お子さんと同居している６０歳未満（2023 年 4 月 1 日

現在）の祖父母です。保育を必要とする状況により利用調整の順位が変わりますので、提出後に就

労状況等が変更になった場合は締切日までに再提出してください。 

認定要件 必要書類 

家庭内外労働 就労証明書 

自営業等 ① 就労証明書 

② 添付書類 

「自営業主」の方は、「開業届出書（控）」、「営業許可書（写）」、「令和

３年分の確定申告書（控）」のいずれかを添付 

「自営業専従者」の方は、「青色事業専従者給与に関する届出書」また

は「令和３年分の確定申告書 B の第二表（写）※事業専従者欄に専従者

として記載があるもの」 

就学 就学等証明書 

カリキュラムのわかるもの（１か月の拘束時間がわかるもの） 

出産   母子手帳の表紙と出産（予定）日がわかるページの写し 

保護者等の病気、障がい 診断書（保育が困難である状況が記載されていること） 

身体（精神）障害者手帳・介護保険認定証（お持ちの方） 

介護、看護 ① 介護・看護状況申告書 

② 添付書類 診断書（常時介護看護が必要である状況が記載されている

こと）・身体（精神）障害者手帳・介護保険認定証等のいずれか 

求職活動 求職活動状況申告書、ハローワークカードの写し（お持ちの方） 

災害復旧 罹災証明書 

 

５ 申請にあたっての誓約書（世帯につき１部） 

 

６ 保育時間変更に関する申立書（希望する方のみ） 

保育の必要量については３ページの「保育必要量とは」を確認して、提出してください。 

 

７ 保育料の算定に必要な書類（各年 1月 1日現在、沼津市以外に住んでいた方のみ） 

     2022 年 1 月 1日、2023年 1 月 1 日に沼津市以外に住んでいた方は、提出が必要です。海外

に住んでいた方は、会社の給与支払い証明等、収入の確認できる書類を提出してください。 

父、母ともに提出が必要です。提出のない場合、最高階層の保育料となることがあります。 

          （参考 ０～２歳児 月額 標準時間 50,800 円 短時間 50,300 円） 

保育料 保育料算定に必要な書類 

2023 年 4月～8月分 

2022 年 1月 1 日現在、沼津市外に住んでいた方 

（国内居住の方）2022年度住民税課税（非課税）証明書  

（海外居住の方）2021年中の収入が確認できる書類  

2023 年 9月～ 

2024 年 3月分まで 

2023 年１月 1日現在、沼津市外に住んでいた方 

（国内居住の方）2023年度住民税課税（非課税）証明書  

（海外居住の方）2022年中の収入が確認できる書類  
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８ その他必要書類 

(1) 母子・父子家庭の方（下記のいずれか） 

・ 児童扶養手当証書の表紙の写し 

・ 母または父の戸籍謄本    

・ 遺族年金受給者証の写し 

・ 独身証明書等（上記の書類を用意できない外国籍の方） 

(2) 離婚調停中の方 

・ 離婚調停中であることを確認できる書類 

(3) 外国籍の方がいる世帯 

・ 外国籍の家族全員の在留カード（両面）の写し 

(4) 企業主導型保育施設に在園中の兄弟姉妹がいる世帯 

 ・ 在園証明書 

(5) 同居家族に障害者（児）等がいる世帯 

 ・ 障害者手帳の写し 

・ 療育手帳写し 

・ 特別児童扶養手当証書の写し 

・ 障害基礎年金受給者証の写し 

その他 

・ 申込書類の内容に変更が生じた場合 

申込書類に記載された内容に変更が生じた場合は、速やかに子育て支援課に連絡し、必要な書類

を提出してください。（例：住所の変更・離婚・再婚・別居・同居、勤務先や勤務時間の変更等）

また、妊娠した場合も、要件が変更になりますのでお知らせください。 

・ 家庭保育ができる日は、家庭での保育にご協力ください。 

 

保育料について  

１ 金額について 

・ ０～２歳児クラスの市民税非課税世帯のお子さん及び３～５歳児クラスのお子さんは保育料が無 

償となります。 

・ 保育料の金額は、お子さんの年齢区分や保育の必要量（標準時間または短時間）、世帯の市民税所

得割額等に応じた段階的な料金を設定しています。 

・ 原則として父母の市民税所得割額により算定しますが、祖父母と同居していて、父母の所得がと

もに 48万円未満（給与収入の場合は 103万円未満）の場合には、祖父または祖母（所得の高い

方）を「家計の主宰者」とし、その市民税額で保育料を算定します。なお、同一住所等であれば、

実質同居とみなします。 

※ 保育料算定用の市町村民税所得割額は、寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除、住宅借入金

等特別控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等の税額控除は適用されません。 

・ 保育料については、保護者の負担を軽減するため国が定める基準額よりも軽減して設定していま

す。また、保護者と同一生計の子が３人以上いる場合には、独自の軽減も行っています。 

・ 公立も私立も保育料は同額です。 

・ 保育料算定の年齢区分は、小学校の学年と同様、４月１日時点での年齢を適用します。年度の途

中で年齢が変わっても保育料の年齢区分は変わりません。 

・ 延長保育については、各施設に別途利用料をお支払いください。 
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２ 保育料の見直し 

・ ６月末の市民税の年度切り替えに伴い、毎年９月に保育料を見直します。 

・ 保育料決定後、修正申告などの理由により税額が変更になった場合はご連絡ください。 

・ 税に関する申告がなく市民税額が把握できない場合は、最高階層の保育料となることが 

あります。（参考 ０～２歳児 月額 標準時間 50,800 円 短時間 50,300 円） 
 

３ 納入方法 

 ＜保育所(園）利用の場合＞ 

その月の月末までに口座振替または納付書により、市に納めていただきます。納付書払いの方は口 

座振替の登録にご協力をお願いします。  

＜認定こども園・小規模保育事業所・市外公立保育施設を利用の場合＞ 

各施設の定める納期までに、各施設に納めていただきます。 
 

 

４ その他 

・ 保育料以外の負担金として、保護者会費などを施設で集金する場合があります。 

・ 保育料は月額です。体調不良等で登園できない場合や、月途中の退所（園）でも、日割り計算は

しませんので、１か月分の保育料を納めていただきます。 

・ 慣れ保育期間中で預かり時間が短い場合であっても、保育料は 1 か月分かかります。 

・ 納期限までに納付の確認ができない場合、督促状の発送のほか、電話での納付確認や自宅や勤務

先等へ訪問して徴収させていただくことがあります。また、保育料の未納がある方は、次年度以

降、保育施設の継続利用を認めない場合があります。  

・ 無償化の対象は３～５歳児クラスの保育料（利用料）のみですので、給食費や延長保育料は保護

者にご負担いただくことになります。給食費は各園によって異なります。詳しくは各施設へお問

い合わせください。 

 

その他 

一時預かり（保育）について 

  沼津市内の各保育所(園)・認定こども園では、緊急などによる保護者の私的理由で一時預かり（保育）

をお受けしています。ただし、在所(園)児童数や職員の数、施設の行事などでお受けできない場合もあ

りますので、利用希望の方は直接各施設にお問い合わせください。（※お預かりできる児童の月齢と入所

可能月齢とは異なります。）利用は予約制で１か月 14 回までです。料金は、各施設により異なります。

利用施設に直接お支払いください。 

 

病児・病後児保育について 

下記２園で看護師による保育を実施しています。保護者が就労している場合等において、子どもが

病気の際に自宅での保育が困難な場合に、お子さまをお預かりします。申込み・詳細は、各実施施設

にお問い合わせください。 

病児保育・・・認定こども園しょうえい幼稚園（生後 6か月～概ね 10歳） 

       （所在地：大塚  電話 967-4521） 

病後児保育・・かぬき保育園（小学校低学年まで） 

       （所在地：中瀬町 電話 932-6217） 
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利用に関するＱ＆Ａ 

Ｑ１ 時短勤務になりました。短時間認定になりますか？ 

Ａ１ 勤務時間の変更された「就労証明書」及び「教育・保育給付認定変更認定申請書」を提出してくだ

さい。月の勤務時間が 120 時間に満たない場合は「保育短時間」認定となりますが、通勤に時間を

要する等の理由により延長料金が発生してしまう場合は、申立てによる審査の上で「保育標準時間」

認定に変更できる場合がありますので、「保育時間変更に関する申立書」を併せて提出してください。 

ただし、保育時間の変更手続きは、希望する月の前月１５日（休日の場合は前開庁日）までに子育

て支援課に提出が必要です。（例：８月１５日までに就労・就学等証明書を提出した場合→９月から

保育時間の変更が可能） 

 

Ｑ２ 離婚等により母子（父子）家庭になりましたが、保育料は安くなりますか？ 

Ａ２ 戸籍謄本等、確認できる書類を提出してください。提出により離婚等の事実を確認し、かつ住民登

録で別居の事実が確認できた月の翌月から母子（父子）算定としますが、課税状況や世帯の状況（祖

父母と同居となった場合等）により、安くなる場合も高くなる場合もあります。 

 

Ｑ３ 下の子を妊娠しました。上の子は継続して通園できますか？ 

Ａ３ 「母子手帳の写し」（表紙と出産（予定）日がわかるページの写し）及び「教育・保育給付認定変

更認定申請書」を提出してください。出産予定月の前３か月以降、出産日から８週を経過する日の翌

日が属する月の末日まで利用でき、以降退所となります。ただし、育児休業を取得する場合は、復帰

後も同一施設の継続利用を希望する場合に限り、「育児休業証明書」及び「教育・保育給付認定変更

認定申請書」の提出により継続利用ができます。 

  ※上の子の保育の要件が就労にて入園している場合に対象となります。 

 

Ｑ４ 仕事を辞めてしまいました。保育園を辞めなければなりませんか？ 

Ａ４ 再就職の意思がない場合には退所となります。求職活動をする場合は、速やかに子育て支援課に連

絡の上、「求職活動状況申告書」及び「教育・保育給付認定変更認定申請書」を提出してください。

退職の翌月から保育の認定要件は「求職活動」となり、「保育短時間」認定に変更になります。この

場合、退職の翌月から３か月の間に限って継続利用することができます。最終利用月の１５日（休日

の場合は前開庁日）までに「就労証明書」及び「教育・保育給付認定変更認定申請書」の提出がない

場合は、再就職の意思があっても退所となります。 

 

Ｑ５ 勤務先が変わりました。何か手続きが必要ですか？ 

Ａ５ 新しい勤務先の「就労証明書」を提出してください。 

月の勤務時間が 120 時間以上又は 120 時間未満に変更となる場合は「教育・保育給付認定変更認

定申請書」も併せて提出してください。また、「保育短時間」認定に変更になる方は、必要に応じて

「保育時間変更に関する申立書」も併せて提出してください（Ｐ３「保育必要量とは」及びＱ１参照）。 

※保育時間の変更について、月の途中に書類の提出をいただいても当該月の保育時間は変更となりま

せんので、短時間から標準時間への切替において、当該月中に標準時間での利用を希望する場合は延

長料金がかかります。 

 

 



-11- 

Ｑ６ 長期間保育園を休みたいです。その後も通い続けられますか？ 

Ａ６ １か月以上欠席することがあらかじめ分かっている場合は、一度退所（園）していただきます。退

所する場合は「退所届」を施設に提出してください。再度利用を希望する場合は、新規の利用申込

みが必要です。この場合、利用調整があるため、必ず入所できるとは限りません。 

 

Ｑ７ 市外に引っ越すことになりました。今後も保育園を利用したいのですが。 

Ａ７ 施設を利用するには、住民登録のある市区町村の定める保育要件を満たし、教育・保育給付認定

を受けることが必要です。転出後は改めて教育・保育給付認定申請及び利用申込みが必要ですので、

転出先の保育担当課でも必ず手続きをしてください（その際に、保育料の算定のために父母の課税

証明書の提出が必要です。必要な年度についてはお問い合わせください）。原則として、転出先の市

区町村内の施設を申込んでいただくことになります。転出先の市区町村内の施設に入所できなかっ

た場合は年度内に限り、現在の施設の継続利用が可能です。ただし、転出先の市区町村で認定を受

けられなかった場合は、利用できません。 

まずは引っ越しが決まった段階で、子育て支援課に連絡してください。転出先の市区町村の入所

申込み締切日までに、沼津市から転出先の市区町村へ事前の入所依頼が必要な場合があります。 

 

Ｑ８ 保育を必要とする事由がなくなったため退所します。何か手続きが必要ですか？ 

Ａ８ 退所（園）する月の 15 日までに、「退所届」を施設に提出してください。 

 

Ｑ９ 小規模保育事業所を卒園した後はどうなりますか？ 

Ａ９ 卒園後も保育を希望する場合、連携施設への入所を希望できます。ただし、定められた受け入れ枠

を超える希望者がある場合、希望が叶えられないことがあります。 

 

Q10 ひとり親世帯ですが、パートナーと同居することになりました。何か手続きは必要ですか？ 

Ａ10 パートナーの保育を必要とする状況の確認書類の提出が必要です。また保育料・副食費の算定は

パートナーの市民税の所得割額も含めます。 

 ※パートナーの課税証明書が必要となる場合があります。 

 

 

 

 



（朝）
（夕）
（朝）
（夕）

年末年始等の保育施設の休園日 ④

① .
②
③
④

幸町５５

９５１－４５８４

なし
なし
なし
なし

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

吉田町４－１０

９３１－４９０６

（朝） なし
あり
なし
あり

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

（朝） なし
あり
なし
あり

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

（朝） なし
あり
なし
あり
なし

（夕）①16：30～18：00②18：00～19：00 ①100円/30分②300円
休園日 12月29日～1月3日、日曜日、祝日 土曜延長保育

その他 園庭開放　毎週金曜日　9：30～11：30　（夏はプール可）

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：００ 300円

短 ８：３０～１６：３０
（朝）   ７：００～ ８：３０ 100円/30分

150
受
入

６ヶ月
電話 ９２１－４７８５

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

4 岳東保育園
住所 大岡駅前町２４６８－１ 定

員

（夕） １６：３０～１９：００ 200円/30分
休園日 土曜延長保育

その他

園庭開放 水曜日 9：30～11：00（７月･８月は休みです）
入園を希望される方は一度お子さんと一緒に見学をお願いします。
（見学希望の方は、必ず電話でご連絡ください。）

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：００ 200円/30分

短 ８：３０～１６：３０
（朝）    ７：００～　８：３０ 200円/30分

60
受
入

６ヶ月頃
電話 ９３１－１２６１

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

休園日 土曜延長保育

その他
３歳以上児の主食は園で対応できます。
園児のお昼寝布団の持ち込みはありません。園の寝具や個人ベッドで対応します。

3 霊山保育園
住所 本郷町２５－３７ 定

員

短 ８：３０～１６：３０
（朝）    ７：００～  ８：３０ 200円/30分
（夕） １６：３０～１９：００ 200円/30分

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：００ 200円/30分

受
入

２ヶ月
電話

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

休園日 土曜延長保育

その他 園庭開放  火・水・木曜　１0：00～11：00　（７月、８月は休みです）

2 恵愛保育園
住所 定

員
90

標準時間認定の利用可能時間 ③の延長料金を負担し
利用出来る時間 ③

延長保育時の
軽食の有無

短 ８：３０～１６：３０
（朝）   ７：１５～　８：３０ 200円/30分
（夕） １６：３０～１８：１５ 200円/30分

標 ７：１５～１８：１５
（朝）
（夕）

受
入

６ヶ月
電話

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

沼津市内保育施設一覧

○○保育園
住所 定

員
受
入電話

教育・保育給付認定に応じた利用可能時間

認定の保育時間を超えて利用をする場合にかかる延長保育料。施設によって異なります。
【①】の時間以外の土曜日延長保育の有無。　「なし」の園でも短時間認定の場合は①の時間内で利用可能

  延長料金がかかります　　　　　　　　　　　　

1 永明保育園
住所 定

員
80

短 ② 短時間認定の利用可能時間

休園日 土曜延長保育

その他

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ①
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（朝） なし
あり
なし
あり

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

なし
あり
なし
あり

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

（朝） なし
なし
なし
なし

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

（朝） なし
あり
なし
あり

12月31日～1月3日、日曜日、祝日 なし

（朝） なし
あり
なし
あり
なし

（夕）①16：30～18：00②18：00～19：00 ①100円/30分②300円
休園日 12月29日～1月3日、日曜日、祝日 土曜延長保育

その他

未就園児対象の「なかよし広場」を実施しています。園行事に参加ができます。
（詳しくはHPでご確認ください。）
一時保育有。園庭解放　月～金曜日10：00～12：00

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：００ 300円

短 ８：３０～１６：３０
（朝）    ７：００～ ８：３０ 100円/30分

60
受
入

２ヶ月
電話 ９６６－２６６７

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

9 天神保育園
住所 原 東町１２０ 定

員

（夕） １６：３０～１９：００ 100円/30分
休園日 土曜延長保育

その他
園庭開放 月～土曜日　10：00～15：00　延長保育有、一時保育有
子育て相談（月～金曜日）　9:00～16:00　（子育て、離乳食、アレルギー食）

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：００ 100円/30分

短 ８：３０～１６：３０
（朝）    ７：００～ ８：３０ 100円/30分

30
受
入

２ヶ月
電話 ９５５－８００１

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

休園日 土曜延長保育

その他

園庭開放／子育て相談  月～金曜日 10：30～14：30　電話で申込を受け付けます。
入園を希望される方は、お子さんと一緒に見学に来てください。
乳児の保育時間は面談にて応相談。

8 青葉保育園
住所 獅子浜５１ 定

員

短 ８：３０～１６：３０
（朝）    ７：００～  ８：３０ 200円/30分
（夕） １６：３０～１９：００ 200円/30分

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：００ 200円/30分

60
受
入

６ヶ月
電話 ９３１－１８２７

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

休園日 土曜延長保育

その他

入園を希望される方は、必ず一度お子さんと見学においでください。(随時可能、事前電話連絡を)
０歳児の入園希望月齢は個別にご相談ください。
支援センター「あそぶぞぉ～さん」「あつまるんはうす」を併設。 (現在感染防止の為に予約制です)
ベビーフォト・すぷ～んスタート等様々な企画を行っていますので、先ずは園までお問合せください。

7 かぴらばす保育園
住所 下香貫牛臥３０５８ 定

員

短 ８：３０～１６：３０
（朝）   ７：００～　８：３０ 100円/30分
（夕） １６：３０～１９：００ 100円/30分

標 ７：００～１８：００
（朝）
（夕） １８：００～１９：００ 100円/30分

150
受
入

下記
電話 ９６８－２５００

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

6 愛鷹保育園
住所 西椎路６０８ 定

員

（夕） １５：３０～１９：００ 100円/30分
休園日 土曜延長保育

その他 園庭開放  毎週月～金曜日 9：00～11：00

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：００ 100円/30分

短 ７：３０～１５：３０
（朝）　 ７：００～　７：３０ 100円/30分

30
受
入

３ヶ月
電話 ９３１－３３７８

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

5 静浦保育園
住所 馬込１６４－１ 定

員
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（朝） なし
あり
なし
あり
なし

（朝） なし
なし
なし
なし

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

なし
あり
なし
あり

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 あり

（朝） なし
あり
なし
あり

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

なし
あり
なし
あり
なし休園日 12月29日～1月3日、日曜日、祝日 土曜延長保育

その他

一時保育・病後児保育を実施しています。
地域の子育て家庭に離乳食の提供をします。毎月２回（予約制）。
園庭開放 毎週 月～木曜日 10：00～12：00

短 ８：３０～１６：３０
（朝）  ７：００～ ８：３０ 100円/30分
（夕） １６：３０～１９：３０ (今後見直しの可能性) 100円/30分

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：３０ (今後見直しの可能性) 100円/30分

60
受
入

２ヶ月
電話 ９３２－６２１７

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

休園日 土曜延長保育

その他

園庭開放･育児相談・園内見学  毎週火曜日 10：00～11：00（要予約）
※低年齢児の保育時間については面談による
入園を希望される方は、お子さんと一緒に一度見学をお願いします。

14 かぬき保育園
住所 中瀬町２５－１１ 定

員

短 ８：３０～１６：３０
（朝）   ７：００～  ８：３０ 100円/30分
（夕） １６：３０～１８：００※ 100円/30分

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：００※ 300円

120
受
入

２ヶ月頃
電話 ９２５－４５４５

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

休園日 土曜延長保育

その他

園庭開放 月～金曜日 10:00～11：30
見学申込・お問い合わせは月～金曜日（9：30～16：00）にお願いします。
未就園児対象のイベントはHPをご覧ください。

13 いずみ保育園
住所 東熊堂１１５ 定

員

短 ８：３０～１６：３０
（朝）   ７：００～　８：３０ 100円/30分
（夕） １６：３０～１９：００ 100円/30分

標 ７：００～１８：００
（朝）
（夕） １８：００～１９：００ 100円/30分

50
受
入

２ヶ月
電話 ９６６－２１３９

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

12 浮島保育園
住所 平沼６２５ 定

員

（夕） １６：３０～１９：００ 100円/30分
休園日 土曜延長保育

その他
一時保育有　各種イベント参加可能
園庭開放・育児相談・園内見学のお問い合わせは、月～金曜日 10：00～17：00

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：００ 100円/30分

短 ８：３０～１６：３０
（朝）    ７：００～　８：３０ 100円/30分

40
受
入

２ヶ月
電話 ９６７－０１７０

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

11 大泉保育園
住所 井出７３８－１ 定

員

（夕） １６：３０～１９：３０

休園日 12月29日～1月3日、日曜日、祝日 土曜延長保育

その他 一時保育有　　園庭開放 月～金曜日 1１：00～16：00（要予約）

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：３０ 下記参照

短 ８：３０～１６：３０
（朝）   ７：００～ ８：３０

下記参照

60
受
入

２ヶ月
電話 ９６６－０２２１

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

10 みくに保育園
住所 桃里３１７－２ 定

員
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（朝） なし
あり
なし
あり

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

（朝） なし
あり
なし
あり

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

（朝） なし
なし
なし
なし

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

なし
なし
なし
なし
なし

なし

なし

12月31日・1月1日・2日・3日 あり休園日 土曜延長保育

その他
延長保育・一時保育・休日保育有、園庭開放（土・日曜日10：30～12：00）
夕食代（軽食）200円（19：00過ぎまでの児童）

100円/30分 希望者のみ

短 ８：３０～１６：３０
（朝）    ８：００～ ８：３０ 100円/30分
（夕） １６：３０～１９：３０ 100円/30分 希望者のみ

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：００～１８：００
（朝） 
（夕） １８：００～１９：３０

定
員

120
受
入

２ヶ月
電話 ９２６－９２００

休園日 12月29日～1月3日、日曜日、祝日 土曜延長保育

その他

園庭開放 月～土曜日　9：00～10：30 (雨天中止)
延長保育、一時保育有
（詳細については園にお問い合わせください）

19 青空保育園
住所 小諏訪１５－１

短 ８：３０～１６：３０
（朝）   ７：１５～ ８：３０ 200円
（夕） １６：３０～１９：００ 100円/30分

標 ７：４５～１８：４５
（朝）　 ７：１５～ ７：４５ 100円/30分
（夕） １８：４５～１９：１５ 100円/30分

20
受
入

４ヶ月
電話 ９３９－０７４１

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

18 多比保育園
住所 多比３９８－１ 定

員

（夕）１６：３０～１９：００ 100円/30分
休園日 土曜延長保育

その他 園庭開放  月～金曜日 １0：00～11：30

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：００ 100円/30分

短 ８：３０～１６：３０
（朝）   ７：００～ ８：３０ 100円/30分

78
受
入

２ヶ月
電話 ９３１－５５０４

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

休園日 土曜延長保育

その他
短時間延長料金は直接園にお問い合わせください。
園庭開放 月～金曜日 9：00～11：00　土曜日開園時間は7：15～18：15

17 小百合保育園
住所 本郷町１０－５ 定

員

短 ８：３０～１６：３０
（朝）   ７：１５～  ８：３０ 50円/30分
（夕） １６：３０～１９：１５ 下記参照

標 ７：１５～１８：１５
（夕） １８：１５～１９：１５ 100円/30分

70
受
入

３ヶ月
電話 ９６７－２５５０

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

休園日 土曜延長保育

その他 園庭開放・育児相談　 月～金曜日 10：00～12：00

16 まいとりや保育園
住所 原 字 東沖１７０２－２ 定

員

短 ８：３０～１６：３０
（朝）    ７：００～ ８：３０ 150円/30分
（夕） １６：３０～１８：３０ 150円/30分

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１８：３０ 150円

定
員

130
受
入

２ヶ月
電話 ９２２－８６１０

15 光長保育園
住所 岡宮１０３３－１
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（朝） なし
あり
なし
あり

12月30日～1月3日、日曜日、祝日 なし

なし
あり
なし
あり
あり

（朝） なし
なし
なし
なし

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

（朝） なし
あり
なし
あり

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 あり

（朝） なし
なし
なし
なし

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし
（夕）１６：３０～１８：００ 100円/30分

休園日 土曜延長保育

その他
園庭開放   毎週火・金・土曜日 9：30～11：30（雨天中止）
毎月１回ぴよぴよ開催（大平地区センター）

標 ７：００～１８：００
（夕） 

短 ８：３０～１６：３０
（朝）  ７：００～ ８：３０ 100円/30分

60
受
入

４ヶ月
電話 ９３１－１２１８

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

休園日 土曜延長保育

その他 園庭開放  毎週木曜日 9：30～11：45（雨天中止）

24 大平保育所
住所 大平１６７７ 定

員

短 ８：３０～１６：３０
（朝）      ７：００～  ８：３０ 100円/30分
（夕） ①16：30～18：00②18：00～19：00 ①100円/30分②200円

標 ７：００～１８：００
（夕）   １８：００～１９：００ 200円

150
受
入

４ヶ月
電話 ９２１－７５３７

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

休園日 土曜延長保育

その他
園庭開放    毎週火・木曜日 9：30～11：00
毎月１回ぴよぴよ開催（西浦地区センター）

23 北部保育所
住所 高沢町１３－２８ 定

員

短 ８：３０～１６：３０
（朝）  ７：３０～ ８：３０ 100円/30分
（夕）１６：３０～１８：３０ 100円/30分

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：３０～１８：３０
（夕） 

定
員

60
受
入

４ヶ月
電話 ９４２－２０５９

休園日 12月29日～1月3日、日曜日、祝日 土曜延長保育

その他
延長料金は、最初の30分200円、以降30分ごと100円、　一時保育室有
子育てひろば（月・水・金曜日10：00～15：00）、園庭開放（火・木曜日10：00～11：30）

22 西浦保育所
住所 西浦 平沢２００－２９

短 ８：３０～１６：３０
（朝）    ７：００～  ８：３０

下記参照
（夕） １６：３０～１９：００

標 ７：００～１８：００
（朝）　
（夕） １８：００～１９：００ 下記参照

80
受
入

２ヶ月
電話 ９４１－５７３１

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

21 丘の上保育園
住所 大岡４０７５－４ 定

員

（夕） １６：３０～１９：００ 100円/30分
休園日 土曜延長保育

その他

土曜日開園時間は7：00～18：00
子育て支援センター（月・水・金曜日）、一時保育室有
地域の子育て家庭に離乳食の提供をします。毎月２回火曜日(予約制)…開催日はホームページをご覧
ください。

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：００ 200円

短 ８：３０～１６：３０
（朝）    ７：００～  ８：３０ 100円/30分

120
受
入

２ヶ月
電話 ９４３－６０３１

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

20 しんあい保育園
住所 下香貫宮原２７６－１ 定

員
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なし
あり
なし
あり
あり

（朝） なし
あり
なし
あり

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 あり

（朝） なし
あり
なし
あり

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 あり

（朝） なし
なし
なし
なし

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

（朝） なし
あり
なし
あり

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし休園日 土曜延長保育

その他
園庭開放  月～金曜日 9：00～15:00　土曜日開園時間は8：00～17：00(時間外は要相談)
病児保育　月～金曜日 8：00～17：00　1,000円（登録制）・一時保育あり

短 ８：００～１６：００
（朝）     ７：００～ ８：００ 100円/30分
（夕）①16：00～18：00②18：00～19：00 ①100円/30分②200円

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：００～１８：００
（夕）  １８：００～１９：００ 200円

2・3号 受
入

６ヶ月頃
しょうえい幼稚園 電話 ９６７－４５２１ 75人

休園日 土曜延長保育

その他
園舎・園庭開放「ふれあいプラザへだっこ」  月～金曜日 9：30～16：00

29
幼保連携型　認定こども園 住所 大塚８１２－２ 定

員

短 ８：３０～１６：３０
（朝）  　  ７：３０～  ８：３０ 100円/30分
（夕）①１６：３０～１８：00   ②18:00～18：30 ①100円/30分②200円

標 ７：３０～１８：３０
（夕） 

受
入

４ヶ月
電話 ０５５８－９４－２３０３

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

28
住所 戸田１０３１－１ 定

員
2・3号

20人

幼保連携型　認定こども園

戸田こども園

（夕）①16：30～18：00②18：00～19：00 ①100円/30分②200円
休園日 土曜延長保育

その他 園庭開放  月～金曜日 9：30～11：00（雨天中止）

標 ７：００～１８：００
（夕）   １８：００～１９：００ 200円

短 ８：３０～１６：３０
（朝）     ７：００～ ８：３０ 100円/30分

90
受
入

４ヶ月
電話 ９６３－４６９４

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

休園日 土曜延長保育

その他 園庭開放   毎週火曜日 9：30～11：30（雨天中止）

27 ときわ保育所
住所 本字千本１９０６－４ 定

員

短 ８：３０～１６：３０
（朝）    ７：００～ ８：３０ 100円/30分
（夕）①16：30～18：00②18：00～19：00 ①100円/30分②200円

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：００ 200円

定
員

120
受
入

４ヶ月
電話 ９２４－０１７０

休園日 12月29日～1月3日、日曜日、祝日 土曜延長保育

その他 園庭開放   毎週金曜日 9：30～11：30(雨天中止)

26 大岡保育所
住所 大岡高田１９０１－１

短 ８：３０～１６：３０
（朝）      ７：００～ ８：３０ 100円/30分
（夕） ①16：30～18：00②18：00～19：00 ①100円/30分②200円

標 ７：００～１８：００
（朝）　
（夕）   １８：００～１９：００ 200円

160
受
入

２ヶ月
電話 ９２３－０３８３

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

25 金岡保育所
住所 沼北町１－５－１５ 定

員
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30
31

なし
あり
なし
あり
なし

（朝） なし
なし
なし
なし

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

（朝） なし
あり
あり
あり

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

なし
なし
なし
なし

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし休園日 土曜延長保育

その他

入園の相談・説明は随時行います。(まずは電話にてお問い合わせください。)
園見学にお越しいただき、園の教育内容、方針を理解した上でお申し込みください。
園庭開放　月～金曜日　９：３０～１６：３０
一時預かり一般型(ショートステイ)２才から利用可。詳細はお問い合わせください。

短 ８：００～１６：００（相談可）
（朝）　  ７：００～　８：００
（夕）  １６：００～１８：００ 100円/１時間

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：００～１８：００

2・3号 受
入

６ヶ月頃
こずわ幼稚園 電話 ９６３－０７２１ 42人

休園日 土曜延長保育

その他
園庭開放 月～金曜日 10：00～16：00
あそぼう会・育児相談会　火曜日10:00～11:00　/　ひよこ組　水・金曜日10：00～11：00

34
幼保連携型　認定こども園 住所 小諏訪２４２－４ 定

員

短 ８：３０～１６：３０
（朝）    ７：００～ ８：３０ 100円/15分
（夕） １６：３０～１９：００ 100円/15分

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：００ 100円/15分

2・3号 受
入

４ヶ月頃
杉浦学園 電話 ９５５－５５１１ 153人

休園日 土曜延長保育

その他

園庭開放　月～金曜日　10：00～13：30
毎月２５日に説明会（事前予約制）を行っています。
入園希望の方はお申込み前に一度来園していただき、園の方針や決まりを理解した上でお申し込みく
ださい。
【延長料金】（短・夕）16：10～18：00　　300円
                          18：00～18：30　　100円

33
幼保連携型　認定こども園 住所 柳沢３０７ 定

員

短 ８：１０～１６：１０
（朝）　７：３０～　８：１０ 100円
（夕）１６：１０～１８：３０ 下記参照

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：３０～１８：３０
（夕） 

定
員

2・3号 受
入

６ヶ月頃
中央幼稚園 電話 ９５１－６６９４ 88人

休園日 12月29日～1月3日、日曜日、祝日 土曜延長保育

その他
地域子育て支援センターかるがも・園庭開放　月～金曜日　9:00～14:00
延長料金(短)夕は16：00～18：00　200円、18：00～19：00　300円

32
幼保連携型　認定こども園 住所 幸町２３－３

300円

短 ８：００～１６：００
（朝）    ７：００～ ８：００ 100円
（夕） １６：００～１９：００ 下記参照

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：００～１８：００
（朝）　
（夕） １８：００～１９：００

2・3号 受
入

３ヶ月頃
片浜桜 電話 1号･2号　966-6349 3号　966‐5351 90人

幼保連携型　認定こども園 住所 1号･2号　今沢65 3号　今沢680‐4 定
員
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なし

なし

なし

なし

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

なし

なし

なし

なし

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

なし
なし
なし
なし

12月29日～1月3日、土・日曜日、祝日 なし

なし
12月29日～1月3日、土・日曜日、祝日 なし

幼保連携型　認定こども園 住所 寿町１６－４０ 2・3号

その他

入園を希望される方は、園見学にお越し下さい（随時可能、要連絡）
一時預かり一般型利用可（定員3人）。実施日等はお問い合わせください。
園の教育方針を理解した上でお申し込みください。
※預かり保育（延長）１６：３０～１７：３０　１５０円　/　１７：３０～１８：３０　３００円

36
定
員

受
入

8～10ヶ月
沼津学園第一幼稚園 電話 ９２１－８１４０ 103人

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：３０～１８：３０

2号 受
入

３歳
耕雲寺幼稚園 電話 ９５１－３０７５ 20人

休園日 土曜延長保育

休園日 土曜延長保育

その他
幼稚園教育を主軸に保育を行っております。入園を希望される方は、園の見学にお越しください。（要連絡）
園の方針をご理解した上でお申し込みください。
【延長料金】１６：００～１８：００　１００円／６０分、１８：００～１８：３０　１００円／３０分

短 ８：００～１６：００
（夕） １６：００～１８：３０ 下記参照

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：３０～１８：３０

その他

幼稚園型の認定こども園です。入園を希望される方は一度お子さんと一緒に見学をお願いします。園の
教育方針を理解した上でお申し込みください。
一時預かり一般型２才から利用可。実施日等はお問い合わせください。
園庭開放　月～金曜日  10：00～17：00

38
幼稚園型　認定こども園 住所 大岡１０９２ 定

員

短 ７：３０～１５：３０
（夕）１５：３０～１８：３０ 400円～1,000円

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：３０～１８：３０

2号 受
入

満３歳
原町幼稚園 電話 ９６６－７３３８ 9人

37
幼稚園型　認定こども園 住所 原 １９９－１ 定

員

（朝） ７：３０～８：３０ 100円/30分

その他

入園を希望される方は、園見学にお越しいただくか入園説明会にご参加ください。（要予約）
園の教育方針を理解した上で、お申し込みください。
土曜保育の開園時間は7：30～17：00（時間外は要相談）

休園日 土曜延長保育

短 ８：３０～１６：３０
（夕） １６：３０～１８：３０ 100円/30分

短 ８：３０～１６：３０
（朝）７：３０～８：３０

（夕）１６：３０～１８：３０　※ 150円～450円

延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：３０～１８：３０

休園日 土曜延長保育

35
幼保連携型　認定こども園 住所 東椎路１５４７－１ 定

員

2・3号 受
入

6ヶ月頃
春の木幼稚園 電話 ９２３－５４４５ 49人

保育時間
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なし
12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

なし
12月29日～1月3日、土・日曜日、祝日 なし

なし
12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

あり

あり
12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

（朝）　 ７：００～　７：３０ なし
あり
なし
あり

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

幼稚園型　認定こども園 住所 大岡２２４２－14 定
員

標

休園日 土曜延長保育

40
幼稚園型　認定こども園

７：３０～１８：３０

電話
延長料金

土曜延長保育

2号

100円/30分
短 ８：００～１６：００

休園日

その他
入園を希望される方は、園の見学にいらしてくだい。
園の教育方針をご理解いただき、お申込みください。

（夕） １６：００～１８：３０

受
入

3歳

2号 受
入

３歳
第二耕雲寺幼稚園 電話 ９２３－３９１１ 20人

短 ８：３０～１６：３０
100円/30分（夕） １６：３０～１８：３０

標

下記参照

39

その他

幼稚園教育を主軸に保育を行っております。入園を希望される方は、園の見学にお越しください。（要連絡）
園の方針をご理解した上でお申し込みください。
【延長料金】１６：００～１８：００　１００円／６０分、１８：００～１８：３０　１００円／３０分
※令和５年４月以降、土曜日は休園日となる予定です。

象山幼稚園 電話 ９３１－３４２６ 18人

受
入

３歳
沼津聖マリア幼稚園

41
幼稚園型　認定こども園 住所 本郷町１８－３１ 定

員

延長時間 延長時軽食

延長料金 延長時軽食

標 ７：３０～１８：３０

住所 志下北通り７２－１ 定
員

2号

短

保育時間 延長時間

８：００～１６：００
（夕） １６：００～１８：３０

休園日 土曜延長保育

その他
0歳児から2歳児クラスまでの保育施設となります。連携施設は大岡保育所となります。
※ＨＰは「ぽんぽんの森」で検索。URL http://ponpon-hoiku.com

短 ８：３０～１６：３０
（朝）    ７：００～  ８：３０ 100円/30分
（夕） １６：３０～１９：００ 100円/30分

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：３０～１８：３０
100円

（夕） １８：３０～１９：００ 100円

3号 受
入

３ヶ月
ぽんぽんの森 電話 ９５５－８１０３ 19人

休園日 土曜延長保育

その他

園庭開放　月～金曜日　１０：００～１７：００
一時保育有、未就園児（たまころランド）年間約１３回イベント有
入園を希望される方は一度お子さんと一緒に見学においでください。
認定こども園になりましたので、就労していない方のお子さんも３歳から入園可能になります。
申し込みは直接園へお越しください。

43
小規模事業所 住所 大岡１９６６－１ 定

員

短 ８：００～１６：００
（夕）１６：００～１９：００ 300円/時

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：００～１８：００
（夕）１８：００～１９：００ 300円

1号6人 受
入

3ヶ月
原町保育園 電話 ９６６－０１３９ 2号84人

42
保育所型　認定こども園 住所 原西町１９９－１ 定

員

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

７：３０～１８：３０

休園日 土曜延長保育

その他
園庭開放月～金　９：００～１６：４５
満３才児保育を希望される方は、早目に見学においでください。

９３２－９９１１ 24人
保育時間
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あり
なし
あり

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 あり

あり

なし

あり

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

なし

あり

12月29日～1月3日、日曜日、祝日 なし

※
※

※

12月29日～1月5日、日曜日、祝日 なし

※
※

※

※認可に向け協議中のため、後から変更になる場合があります

その他 ０歳児から２歳児クラスまでの保育施設となります。連携施設はときわ保育所となります。

3号 受
入

 ４ヶ月
イロドリぬまづ保育園 電話 ９３９-７５５５ 12人

休園日 土曜延長保育

短 ８：３０～１６：３０
（朝）    ７：００～  ８：３０ 100円/30分
（夕） １６：３０～１９：００ 100円/30分

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標

その他
０歳児から２歳児クラスまでの保育施設となります。連携施設は小百合保育園となります。
延長料金（短）夕は、16：30～18：00　200円、18：00～18：30　200円

短 ８：３０～１６：３０
（朝）    ７：３０～  ８：３０ 200円/1回
（夕） １６：３０～１８：３０ 下記参照

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：３０～１８：３０

休園日 土曜延長保育

46
小規模事業所 住所 大岡２１４７-１ 定

員

短 ８：００～１６：００
（朝）    ７：００～  ８：００ 200円/1時間
（夕） １６：００～１９：００ 200円/1時間

保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：００ 200円/1時間

3号 受
入

 ４ヶ月
保育所グローアップ大岡園 電話 ９３９-５２５６ 19人

休園日 土曜延長保育

その他 ０歳児から２歳児クラスまでの保育施設となります。連携施設は金岡保育所となります。

45
小規模事業所 住所 江原町２-１１ 定

員

７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：００ 100円/30分

3号 受
入

４ヶ月
アドバンぺんぎん保育園 電話 ９５７－０１０１ 19人

44
小規模事業所 住所 中沢田４８６－６ 定

員

47
小規模事業所 住所 玉江町１-１１ 定

員
3号 受

入
 ３ヶ月

むすびの保育園hagu 電話 ９４１-７７１７ 19人
保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１８：３０ 500円

短 ８：３０～１６：３０
（朝）    ８：００～  ８：３０ 200円
（夕） １６：３０～１８：３０ 下記参照

休園日 土曜延長保育

その他
０歳児から２歳児クラスまでの保育施設となります。連携施設は、沼津聖マリア幼稚園となります。
延長料金(短)夕は、16：30～18：00　300円/30分、18：00～18：30　500円

短 ８：３０～１６：３０
（朝）    ７：３０～  ８：３０ 100円/30分
（夕） １６：３０～１８：３０ 100円/30分

休園日 土曜延長保育

その他
０歳児から２歳児クラスまでの保育施設となります。連携施設は、こずわ幼稚園他となります。
※園についての詳細は、090-1626-0821へお問い合わせください。

48
小規模事業所 住所 下香貫楊原５３３番地１２ 定

員
3号 受

入
 ３ヶ月

まんまる保育園（開園予定） 電話 ※ 18人
保育時間 延長時間 延長料金 延長時軽食

標 ７：００～１８：００
（夕） １８：００～１９：００ 100円/30分

12月29日～1月3日、日曜日、祝日
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 -２２- 

保育所（園）

1 永　明 15 光　長

2 恵　愛 16 まいとりや

3 霊　山 17 小百合

4 岳　東 18 多　比

5 静　浦 19 青　空

6 愛　鷹 20 しんあい

7 かぴらばす 21 丘の上

8 青　葉 22 西　浦

9 天　神 23 北　部

10 みくに 24 大　平

11 大　泉 25 金　岡

12 浮　島 26 大　岡

13 いずみ 27 ときわ

14 かぬき

 

 

沼津市内保育施設位置図 
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保育園等の募集状況はこちら 
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28 戸　田 36 沼津学園第一幼稚園

29 しょうえい幼稚園 37 原町幼稚園

30 片浜桜（3号） 38 耕雲寺幼稚園

31 片浜桜（1、2号） 39 第二耕雲寺幼稚園

32 中央幼稚園 40 象山幼稚園

33 杉浦学園 41 聖マリア幼稚園

34 こずわ幼稚園 42 原町保育園

35 春の木幼稚園

小規模保育事業所

43 ぽんぽんの森 46 グローアップ大岡園

44 アドバンぺんぎん 47 むすびの保育園hagu

45 イロドリぬまづ園 48 まんまる保育園

認定こども園

㊽ 
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