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■町内の認定こども園（保育所利用）

　令和５年度の保育所、小規模保育園、幼稚園、認定こども園（※）

の入園児を募集します。

令和５年度　保育所・幼稚園の入園児募集

■町内の保育所 ■町内の小規模保育園

■手　続　き　　役場子育て支援課で申込書を受け取り、必要
　　　　　　　　事項を記入して提出ください。
■申込書配布　　10月20日（木）以降（土、日、祝日を除く）
　　　　　　　　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　　　※毎週水曜日（祝日除く）は午後７時まで
■申込受付期間　11月１日（火）～30日（水）
                        （土、日、祝日を除く）
                        午前８時30分～午後５時15分
　　　　　　　　※毎週水曜日（祝日除く）は午後７時まで
※４月に入所できる児童数は、各園の令和４年度からの継続入
　所児童数で異なります。

幼稚園名 申込方法 申込期間 体験入園・園内見学 申し込み・問い合わせ 備　　　考

大津幼稚園 園で願書などを受け取り
提出してください。

【配布日時】
10月５日（水）から

（土、日、祝日を除く）
午前９時30分～午後２時
午後３時30分～５時

11月１日（火）～30日（水）
午前９時30分～午後２時
午後３時30分～５時

（土、日、祝日を除く）

今年度は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のた
め、分散して園内見学を
行います。見学希望者は、
気軽にお電話ください。

☎096(293)2131 定員を超えた場
合は抽選になり
ます。
来年度満３歳に
なる幼児も願書
を受け付けます。

陣内幼稚園 ☎096(293)2512

白川幼稚園
（幼稚園利用）

園で願書などを受け取り
提出してください。

【配布日時】
10月12日（水）から

（土、日、祝日を除く）
午前 9 時～午後 6 時

11月１日（火）から受け
付けます。
※定員に達し次第終了
午前９時～午後６時

（土、日、祝日を除く）

今年度は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のた
め、分散して園内見学を
行います。園見学は、日程
調整のため事前にご連絡く
ださい。

☎096(293)7550

「白川グループ」
で検索して、施設
紹介、ブログをご
覧ください。分か
らないことがあ
ればいつでもご
連絡ください。

大津音楽幼稚園
（幼稚園利用）

園で願書などを受け取り
提出してください。

【配布日時】
随時配布中

（土、日、祝日を除く）
午前９時～午後４時

・年少以上児は11月１日
（火）午前７時から先
着順に受け付けます。

・満３歳児は11月１日
（火）午前８時～正午ま
で誕生日順に受け付け
ます。

※定員になり次第終了
　（土、日、祝日を除く）

幼稚園体験会（要予約）
10月14日（金）
受付　午前９時 40分から
開始　午前10時から

☎096(293)7721

幼稚園体験会の
予 約は10月 ３ 日

（月）午後１時30
分から電話で受
け付けます。
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定
こ
ど
も
園

※認定こども園…幼稚園と保育所の機能を併せ持つ、就学前の教育と保育
　を一体に行う施設。

※大津音楽幼稚園（認定子ども園）は10月14日（金）幼稚園体験会（要予約）を実施します。
　予約は10月3日（月）午後1時30分から電話で受け付けます。

保 育 所 名 地名 電 話 番 号
大津保育園 室 ☎096(293)2139

緑ヶ丘保育園 美咲野 ☎096(293)8300
一宇保育園 平川 ☎096(293)2560
白川保育園 森 ☎096(293)2194
杉水保育園 杉水 ☎096(293)8156

大津いちご保育園 陣内 ☎096(294)9407
よろこび保育園 室 ☎096(294)0155
風の子保育園 引水 ☎096(293)7200

第二よろこび保育園 室 ☎096(294)0055

保 育 所 名 地名 電 話 番 号
みんなのおうち 引水 ☎096(321)7002

ぴちゅ 大津 ☎090(9598)5611
おひさま 大津 ☎096(293)9711

ちゅうりっぷ 大津 ☎090(9321)1101

認 定 こ ど も 園 名 地名 電 話 番 号
大津音楽幼稚園 大津 ☎096(293)7721

白川幼稚園 森 ☎096(293)7550

●問い合わせ
　役場子育て支援課 入園支援係 ☎096(293)5981

●問い合わせ
　各園にお問い合わせください

保育所・認定こども園（保育所部分）

幼稚園・認定こども園（幼稚園部分）

※ 1 町立幼稚園は、２つの園を併願することはできません。

里親制度は、子どものための制度です。必要性が高い制度里親制度は、子どものための制度です。必要性が高い制度
でありながら、まだまだ知らない人も多いのが現状です。でありながら、まだまだ知らない人も多いのが現状です。
まずは、子どもたちの未来につながる「里親制度」を知るこまずは、子どもたちの未来につながる「里親制度」を知るこ
とから始めてみませんか？とから始めてみませんか？

里親制度は、さまざまな事情で家族と
離れて暮らす子どもを、自分の家庭に
迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を
持って養育する制度です。

里親制度を知るだけでも支援につながります。
まずは、気軽にお問い合わせください。

養育家庭支援センターきらきらでは、
県から委託を受けて里親に関する総
合的な支援を行っています。

さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもは、全
国に約45,000人います。熊本県内にも約700人おり、
その内、里親家庭で暮らしている子どもは約13％です。
残りの８割以上の子どもたちは、児童養護施設や乳児
院などの施設で養育されているのが現状です。

子どもが実親の元で暮らすことができるようになるま
での間、または子どもが自立するまでの間、子どもを
自分の家庭に迎え入れて養育する里親のことです。さ
まざまな支援が受けられることから、最近では、共働
き世帯、子育て世帯の登録も増えています。

親の行方不明などで、養育ができない子どもを、祖父
母など扶養義務のある親族が児童相談所より委託され、
養育する里親です。

Ｑ共働きでも大丈夫？

Ｑ実子がいても里親になれるの？

Ｑ子育てって、お金がかかるから心配…

Ｑ特別な資格が必要なの？

Ａ基本的に問題はありません。ただし、子ど
もの養育に支障が出る場合は調整が必要
なこともあります。親と離れて暮らすこと
になった子どもの気持ちに寄り添うこと
が大切です。

Ａなれます。実の子どもに里親になること
を伝え、理解を得たうえで、新しい家族を
迎えるのが理想です。実の子どもの年齢
や性別を考慮して、委託する子どもを決め
ることもあります。

Ａ子どもの年齢に応じて、生活費、教育費、医
療費などが公費で支給されます。また、養育
里親の場合には、里親手当も支給されます。

Ａ所定の研修を受け、子どもに適した住環境が
あるなどの要件を満たしていれば、特別な資
格は必要ありません。保護を必要とする子
どもに寄り添い、温かい愛情と正しい理解を
持って接することができれば大丈夫です。

養子縁組を結ぶことが前提です。養子縁組が成立する
までの間、里親として一緒に生活します。

里親には大きく分類して３つの種類があります。

里親制度とは 子どもを迎え入れる
までの４ステップ

熊本の現状

里親の種類

養育里親

親族里親

養子縁組里親

慈愛園乳児ホーム
のホームページは
こちら▶

●問い合わせ　
（福）慈愛園 慈愛園乳児ホーム　
養育家庭支援センターきらきら
　☎096（383）8100
　メール　kirakira@jiaien.or.jp

STEP１　相談
児童相談所や里親支援機関に相談を。里親の
条件や手続きなどを説明します。

STEP２　研修・家庭訪問
児童養護施設や乳児院などでの実習を含む数
日間の研修と家庭環境の調査があります。

STEP３　登録
都道府県などの審査を経て、里親として登録
されます。

STEP４　交流
面会や数時間の外出、宿泊などで、子どもた
ちと一緒に過ごします。

子どもを家庭
に迎え入れる

▼

▼

▼

▼
※交流開始の時期や交流の進め方は、子どもの状況や里親家庭
　の状況、里親の種類によってさまざまです。
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