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子育て支援課

令和3年４月からの保育園等の入園申し込みについて令和3年４月からの保育園等の入園申し込みについて
　令和3年４月から保育園等の入園を希望する人を対象に、10 月１日㈭から申込書類を配
布します。保育園等の利用には、保護者の就労状況等、保育を必要とする事由が必要です。
配布場所  ・市役所 1階子育て支援課（配布時間：9時～ 16 時 30 分）
　　　　　・市内各保育園等（配布時間：各園へお問い合わせ下さい）
申込方法　10 月 26 日㈪から、市役所 1階子育て支援課に申込書類と必要書類をあわせて提出
第 1回締め切り 11 月 13 日㈮　第 2回締め切り（最終）令和3年１月 29 日㈮
※締め切りごとに選考を行い、入園を内定します。
※求職活動での入園を希望する人は、第１回締め切りの翌日から受け付けです。
※  5月以降の入園を希望する場合は、入園を希望する月の前月の 15 日
　（土・日曜日、祝・休日の場合は、前の平日）までに申し込みをして下さい。
※現在保育園等を利用している人には、各園から別途案内します。
※戸田幼稚園・戸田保育所については、別途案内します。
※詳細は、市ホームページをご覧下さい。
子育て支援課　☎ 055-934-4826

施設名 所在地 電話番号 定員
（人）

受入開始
年齢 施設名 所在地 電話番号 定員

（人）
受入開始
年齢

市立西浦 西浦平沢 942-2059 60 ４カ月 多比 多比 939-0741 30 ４カ月
市立北部 高沢町 921-7537 150 ４カ月 青空 小諏訪 926-9200 120 ２カ月
市立大平 大平 931-1218 60 ４カ月 しんあい 下香貫宮原 943-6031 120 ２カ月
市立金岡 沼北町 923-0383 160 ２カ月 丘の上 大岡柏葉尾 941-5731 80 ２カ月
市立大岡 大岡高田 924-0170 120 ４カ月（認）しょうえい幼稚園（保育園部）大塚 967-4521 75 ６カ月
市立ときわ 本字千本 963-4694 90 ４カ月 （認）片浜桜ナーサリールーム（保育園部）今沢 966-5351

90 ３カ月頃
永明 幸町 951-4584 90 ６カ月 （認）片浜桜プレスクール（保育園部）今沢 966-6349
恵愛 吉田町 931-4906 100 ２カ月（認）中央幼稚園（保育園部）幸町 951-6694 88 ６カ月頃
霊山 本郷町 931-1261 60 ７カ月 （認）杉浦学園（保育園部）あけぼの園舎 柳沢 955-5511 120

４カ月頃
岳東 大岡駅前町 921-4785 150 ６カ月 （認）杉浦学園（保育園部）かきつばた園舎 柳沢 967-4188 33
静浦 馬込 931-3378 30 ３カ月（認）こずわ幼稚園（保育園部）小諏訪 963-0721 42 ６カ月
愛鷹 西椎路 968-2500 150 応相談（認）春の木幼稚園（保育園部）東椎路 923-5445 55 ６カ月頃
かぴらばす 下香貫牛臥 931-1827 60 ６カ月（認）原町幼稚園（保育園部）原西町 966-7338 9 満３歳
青葉 獅子浜 955-8001 30 ２カ月（認）耕雲寺幼稚園（保育園部）大岡下石田 951-3075 20 ３歳
天神 原東町 966-2667 60 ２カ月（認）第二耕雲寺幼稚園（保育園部）大岡沼平町 923-3911 20 ３歳
みくに 桃里 966-0221 60 ２カ月（認）象山幼稚園（保育園部）志下 931-3426 18 ３歳
大泉 井出 967-0170 45 ２カ月 （認）沼津学園第一幼稚園（保育園部）寿町 921‒8140 30 満３歳
浮島 平沼 966-2139 60 ２カ月 （認）沼津聖マリア幼稚園（保育園部）本郷町 932-9911 24 ３歳
いずみ 東熊堂 925-4545 120 ２カ月頃（認）原町保育園（保育園部）原西町 966-0139 84 ３カ月
かぬき 中瀬町 932-6217 60 ２カ月（小）ぽんぽんの森 大岡自由ヶ丘 955-8103 19 ３カ月
光長 岡宮 922-8610 130 ２カ月（小）アドバンぺんぎん保育園 中沢田 957-0101 19 ４カ月
まいとりや 原字東沖 967-2550 80 ３カ月（小）イロドリぬまづ保育園 江原町 939-7555 12 ４カ月
小百合 本郷町 931-5504 78 ２カ月（小）保育所グローアップ大岡園 大岡太田町 939-5256 18 ４カ月

（認）…認定こども園　（小）…小規模保育事業所

令和３年度幼稚園・認定こども園（幼稚園部）入園申し込みについて令和３年度幼稚園・認定こども園（幼稚園部）入園申し込みについて
　10 月１日㈭から市内各幼稚園と各認定こども園で入園の申し込みを受け付けます。手続
き等の詳細は、各施設へお問い合わせ下さい。
施設名 所在地 電話番号 施設名 所在地 電話番号 施設名 所在地 電話番号

市立大平 大平 932-2080 双葉 下香貫柿原 933-1835（認）原町幼稚園 原西町 966-7338
愛鷹 西椎路 966-2500 ルンビニ 千本緑町 962-1710（認）耕雲寺 大岡下石田 951-3075
加藤学園 大岡自由ヶ丘 921-4805（認）しょうえい 大塚 967-4521（認）第二耕雲寺 大岡沼平町 923-3911
光長寺 岡宮 921-4213 （認）片浜桜プレスクール 今沢 966-6349（認）象山 志下 931-3426
四恩 三芳町 963-7538（認）中央 幸町 951-6694（認）沼津学園第一 寿町 921-8140
沼津あすなろ 西沢田 922-8507（認）杉浦学園 柳沢 967-4188（認）沼津聖マリア 本郷町 932-9911
沼津学園第二 大岡南小林 923-8850（認）こずわ 小諏訪 963-0721（認）原町保育園 原西町 966-0139
沼津梅花 本郷町 931-6146（認）春の木 東椎路 923-5445
（認）…認定こども園
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※９月１日現在

※９月１日現在
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☎055-934-4841

生活安心課
（消費生活センター）

☎055-934-4740
環境政策課

　９月 20 日から 26 日は動物愛護週間です。人も動物も幸せに生
を全うするにはどうしたらよいか、そして動物と共に暮らせる社
会をどのように作っていくかを考えてみましょう。

　TNRとは「捕獲 (Trap)」し「不妊去勢 (Neuter)」してから「元の場所に
戻す（Return）」取り組みで、飼い主のいない猫の繁殖を抑える効果があ
るとされています。市では、飼い主のいない猫の不妊去勢手術を実施する
人に対して、費用の一部（手術費用の４分の３以内）を補助しています。
詳細は、お問い合わせ下さい。

TNRにご理解とご協力を！
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　「あなたは高額な金額を受け取る権利がある」「悩みを聞くだけで高額報酬がもらえる」等の
メールを信じて、サイトにアクセスし初期費用等の手数料を次々請求され、気がついたら高
額な支払いをしてしまっていた、そして収入は得られなかった。という相談が後を絶ちませ
ん。このような利益誘引型のメールに注意して下さい。

　皆さんが抱える契約問題や悪質商法に関する相談など、消費生
活全般の困りごとがありましたら、消費生活センターにご相談下
さい。

　生活安心課のFacebook では、安全安心なまちを目指して、暮らしに
役立つ情報を発信しています。
　消費者トラブルを未然に防ぐため、皆さんに知って頂きたい悪質商法の
手口や対処方法だけでなく、消費者庁や国民生活センター等が発表
した注意喚起情報も発信しています。
　情報を活用し、賢い消費者になりましょう。

◆Facebookのご案内

◆こんなトラブルが起きています

　普段は冷静な判断ができる人でも、不意に届いたメールを見て、思わぬ幸運が訪れた
ように錯覚してしまうことがあります。また、一度お金を払ってしまうと、元を取りた
い気持ちになり、どんどん深みにはまっていくこともあります。
　うまい話はないと肝に銘じ、それでも迷う時は、消費生活センターにご相談下さい。

　「あなたは高額な金額を受け取る権利がある」「悩みを聞くだけで高額報酬がもらえる」等の

◆ 対 処 法 ◆

ペットを飼うときは、最期まで愛情と
責任を持ちましょう！
動物が好きな人も、苦手な人もいます。
　マナーを守り、フン害等の地域トラブ
　ルを防ぎましょう。
飼い犬や猫が迷子にならないように、
　必ず迷子札をつけましょう。
生まれる命に責任を持ち、むやみに繁
　殖させないようにしましょう。
 終生飼育が大原則です。最期まで面倒
をみられるか、飼う前にもう一度よく
考えてみましょう。
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沼津市消費生活センター
イメージキャラクター
「たからっこ」安全安心なまち沼津

　TNRとは「捕獲 (Trap)」し「不妊去勢 (Neuter)」してから「元の場所に
戻す（Return）」取り組みで、飼い主のいない猫の繁殖を抑える効果があ
るとされています。市では、飼い主のいない猫の不妊去勢手術を実施する

「ポッチとニャンチの愛の伝言板」
をご利用下さい！
飼い犬や猫を「譲りたい人」と「譲り受
　けたい人」を繋ぐ伝言板です。
「譲りたい人」が犬や猫の写真やメッセ
　ージを添えた伝言票を作成し、受け付
　け後、市役所１階ロビーの伝言板に掲
　示します。
 「譲り受けたい人」は伝言票を見て「譲
りたい人」と直接交渉して頂きます。
掲示期間は最長２カ月です。
営利目的の利用はできません。


