
   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ ※イベント・教室は、状況により中止する場合がありますので、ご了承ください。

相談・教室名 受付日時（11 月） 場所 対象 内容（持ち物）

子育て相談
（前開庁日までに要予約）

８日（月）午前 いこい
就学前のお子さん
と保護者

身体計測、お子さんの発育・発達、食事、
歯磨き、トイレトレーニングなどの子
育てに関する相談（母子健康手帳）
※�感染症防止対策を図るため、予約制
で実施

18日（木）午前 すこやか

先輩ママとの交流会
（要予約・定員８組） ９日（火） 10:00 ～10:15 すこやか 生後２～６カ月まで

のお子さんとママ

ベビーマッサージ～親子でふれあい癒
しタイム～聞いてみよう！みんなの出
産、子育て体験談（バスタオル、飲み物、
その他お子さんに必要なもの）
※�申込は子育て世代包括支援センター
「すこやか」へ

離乳食教室
（要予約・定員 10組） 26日（金）10:15 ～10:30 すこやか 生後５～６カ月の

お子さんと家族
ミニ講話など
（母子健康手帳、筆記用具、問診票、そ
の他お子さんに必要なもの）

※�乳幼児健康診査については、対象時期に合わせて個別通知をしています。また、市公式サイトにも掲載していますの
でご確認ください。
※状況により、内容の一部変更または中止になることがありますのでご了承ください。

教教室・相談室・相談とと
乳幼児健康診査乳幼児健康診査

問すこやか☎ 21-1212 / いこい（本吉）☎ 25-7645 ／
　子育て世代包括支援センター ☎ 29-6446

子子育 て 関 連育 て 関 連
イ ベントイ ベント
場所・問い合わせ先場所・問い合わせ先 日時（11月）日時（11月） 内容（対象など）内容（対象など）

気仙沼子育て支援センター
（☎23-4648）

19 日（金）10:30 ～ お誕生会＆おはなし会を楽しもう！（１歳以上児と保護者・定員15組、11／９～ 11／ 18までに要申込）★
30日（火）10:30 ～ おやこでウキウキ♡リズムあそび♪（０歳児と保護者・定員15組、11／16～11／27までに要申込）★

本吉子育て支援センター
（☎42-2031） 26 日（金）10:00 ～ 11月生まれのお誕生会（乳幼児親子）
気仙沼児童センター
（☎23-4648） 21 日（日）10:30 ～ 運動遊び「にんじゃになるんじゃ」（小学生・定員12人、11／９～11／ 18までに要申込）★

赤岩児童館（☎22-6879） 13 日（土）10:00 ～「2021やきいも大会！」（小学生）25日（木）10:30 ～「にんにん☆にんじゃごっこ」（乳幼児親子）

鹿折児童館（☎22-6877） 18 日（木）10:30 ～ 誕生会＆交通安全教室（乳幼児親子）20日（土）10:00 ～ 大乱闘！？スポーツ大会（小学生）

大島児童館（☎28-2655） 13 日（土）10:00 ～ いもほりに出かけよう！！（小学生・定員 15人）18日（木）10:30 ～ お誕生会＆ミニミニ運動会（乳幼児親子）

鮪立児童館（☎32-3189） 13 日（土）10:30 ～ マンカラで遊ぼう！（小学生・定員 15人、要申込）18日（木）10:30 ～ 誕生会＆よい歯の勉強会（乳幼児親子）
★は市内在住者に限ります
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   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ ※イベント・教室は、状況により中止する場合がありますので、ご了承ください。

　　　

　　　

■日時／12月５日（日）
　　　　午前10時～11時 30分
■対象／ 妊婦および産婦とその家族（産後

１年未満の方）
■定員・参加費／ 先着15組・無料
　※産婦の方はお子さんの同伴も可能
■場所／市民健康管理センター「すこやか」
■内容／ 先輩ママドクターから学ぶ「お口

の健康」（歯科講話）、栄養士さん
から学ぶ「ママ・パパとお子さん
の食事のポイント」、妊婦さん・
産婦さん座談会「出産・子育て何
でもトーキング」

■持ち物／母子健康手帳
■その他／ 離乳食では必須！！だしの試飲

も行います。
申問市民健康管理センター
　　「すこやか」
　　☎22-1212

　市では、「気仙沼市子ども・子育て支援事業計画」に
基づく支援施策の推進や進捗管理について調査・審議を
行う『子ども・子育て会議』を設置しています。このたび、
改選にあたり、同会議の市民委員を募集します。
■募集人数／３人以内
■任期／令和３年12月１日から令和５年11月30日まで
■職務内容／ 子ども・子育て支援施策の推進や進捗管理

についての調査審議など
■委員構成／ 市民委員のほか、子ども・子育て支援事業

に携わる方や学識経験者計15人以内
■開催頻度／本年度は12月以降１回程度を予定（２時間程度）
■報酬など／7400円および旅費を支給（出席１回につき）
■募集期間／11月１日（月）から11月18日（木）まで
■応募資格／ 小学生までの子どもがいる市内在住の保護者で、子育て支援に関心のある方、かつ平日

に開催する会議に出席できる方（会議の際は託児あり）、かつ市が設置する他の審議会な
どの委員でない方

　　　　　　※応募方法など詳しくはお問い合わせください。
問子ども家庭課 ☎ 22-6600 内線 441

先輩ママドクターから学ぶ
『お口の健康』

子ども・子育て会議　市民委員募集

　　　

　口に入れても安心な小麦
粉粘土はお外遊びが出来な
い日にぴったりです。
　さまざまな形や色で楽し
んでみてはいかがですか。
■材料
　・ 小麦粉：適量（子ども1人300g～500gくらい）
　＊ アレルギーが心配な時は上新粉が良いかもしれません。
　・水：適量　・サラダ油：ほんの少し　・塩：少し
　・食用色素（お好みで使ってみたい方）
■道具　・ボールや皿など
■作り方
　材料の順番は気にしません。
　 小麦粉に塩、サラダ油を入れ混ぜて水を加減しな
がら好みの柔らかさまでこねたら好みの色を少し
入れてこねるだけです。

■注意点
　・ 汚れてもいい服で行いましょう。
　・ こびりついた小麦粉粘土は濡れ雑巾かスポンジ
で軽くこすると取れます。

　・ タッパーかラップに包んで冷蔵庫で保存できます。
（３～５日遊べます。）

子どもと一緒に
小麦粉粘土を作って遊ぼう

広報

2021.11.1 16



   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ ※イベント・教室は、状況により中止する場合がありますので、ご了承ください。

相談・教室名 受付日時（11 月） 場所 対象 内容（持ち物）

子育て相談
（前開庁日までに要予約）

８日（月）午前 いこい
就学前のお子さん
と保護者

身体計測、お子さんの発育・発達、食事、
歯磨き、トイレトレーニングなどの子
育てに関する相談（母子健康手帳）
※�感染症防止対策を図るため、予約制
で実施

18日（木）午前 すこやか

先輩ママとの交流会
（要予約・定員８組） ９日（火） 10:00 ～10:15 すこやか 生後２～６カ月まで

のお子さんとママ

ベビーマッサージ～親子でふれあい癒
しタイム～聞いてみよう！みんなの出
産、子育て体験談（バスタオル、飲み物、
その他お子さんに必要なもの）
※�申込は子育て世代包括支援センター
「すこやか」へ

離乳食教室
（要予約・定員 10組） 26日（金）10:15 ～10:30 すこやか 生後５～６カ月の

お子さんと家族
ミニ講話など
（母子健康手帳、筆記用具、問診票、そ
の他お子さんに必要なもの）

※�乳幼児健康診査については、対象時期に合わせて個別通知をしています。また、市公式サイトにも掲載していますの
でご確認ください。
※状況により、内容の一部変更または中止になることがありますのでご了承ください。

教教室・相談室・相談とと
乳幼児健康診査乳幼児健康診査

問すこやか☎ 21-1212 / いこい（本吉）☎ 25-7645 ／
　子育て世代包括支援センター ☎ 29-6446

子子育 て 関 連育 て 関 連
イ ベントイ ベント
場所・問い合わせ先場所・問い合わせ先 日時（11月）日時（11月） 内容（対象など）内容（対象など）

気仙沼子育て支援センター
（☎23-4648）

19 日（金）10:30 ～ お誕生会＆おはなし会を楽しもう！（１歳以上児と保護者・定員15組、11／９～ 11／ 18までに要申込）★
30日（火）10:30 ～ おやこでウキウキ♡リズムあそび♪（０歳児と保護者・定員15組、11／16～11／27までに要申込）★

本吉子育て支援センター
（☎42-2031） 26 日（金）10:00 ～ 11月生まれのお誕生会（乳幼児親子）
気仙沼児童センター
（☎23-4648） 21 日（日）10:30 ～ 運動遊び「にんじゃになるんじゃ」（小学生・定員12人、11／９～11／ 18までに要申込）★

赤岩児童館（☎22-6879） 13 日（土）10:00 ～「2021やきいも大会！」（小学生）25日（木）10:30 ～「にんにん☆にんじゃごっこ」（乳幼児親子）

鹿折児童館（☎22-6877） 18 日（木）10:30 ～ 誕生会＆交通安全教室（乳幼児親子）20日（土）10:00 ～ 大乱闘！？スポーツ大会（小学生）

大島児童館（☎28-2655） 13 日（土）10:00 ～ いもほりに出かけよう！！（小学生・定員 15人）18日（木）10:30 ～ お誕生会＆ミニミニ運動会（乳幼児親子）

鮪立児童館（☎32-3189） 13 日（土）10:30 ～ マンカラで遊ぼう！（小学生・定員 15人、要申込）18日（木）10:30 ～ 誕生会＆よい歯の勉強会（乳幼児親子）
★は市内在住者に限ります

お子さんの写真を
市公式ＬＩＮＥで
募集中！
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   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ ※イベント・教室は、状況により中止する場合がありますので、ご了承ください。

　　　

　　　

■日時／12月５日（日）
　　　　午前10時～11時 30分
■対象／ 妊婦および産婦とその家族（産後

１年未満の方）
■定員・参加費／ 先着15組・無料
　※産婦の方はお子さんの同伴も可能
■場所／市民健康管理センター「すこやか」
■内容／ 先輩ママドクターから学ぶ「お口

の健康」（歯科講話）、栄養士さん
から学ぶ「ママ・パパとお子さん
の食事のポイント」、妊婦さん・
産婦さん座談会「出産・子育て何
でもトーキング」

■持ち物／母子健康手帳
■その他／ 離乳食では必須！！だしの試飲

も行います。
申問市民健康管理センター
　　「すこやか」
　　☎22-1212

　市では、「気仙沼市子ども・子育て支援事業計画」に
基づく支援施策の推進や進捗管理について調査・審議を
行う『子ども・子育て会議』を設置しています。このたび、
改選にあたり、同会議の市民委員を募集します。
■募集人数／３人以内
■任期／令和３年12月１日から令和５年11月30日まで
■職務内容／ 子ども・子育て支援施策の推進や進捗管理

についての調査審議など
■委員構成／ 市民委員のほか、子ども・子育て支援事業

に携わる方や学識経験者計15人以内
■開催頻度／本年度は12月以降１回程度を予定（２時間程度）
■報酬など／7400円および旅費を支給（出席１回につき）
■募集期間／11月１日（月）から11月18日（木）まで
■応募資格／ 小学生までの子どもがいる市内在住の保護者で、子育て支援に関心のある方、かつ平日

に開催する会議に出席できる方（会議の際は託児あり）、かつ市が設置する他の審議会な
どの委員でない方

　　　　　　※応募方法など詳しくはお問い合わせください。
問子ども家庭課 ☎ 22-6600 内線 441

先輩ママドクターから学ぶ
『お口の健康』

子ども・子育て会議　市民委員募集

　　　

　口に入れても安心な小麦
粉粘土はお外遊びが出来な
い日にぴったりです。
　さまざまな形や色で楽し
んでみてはいかがですか。
■材料
　・ 小麦粉：適量（子ども1人300g～500gくらい）
　＊ アレルギーが心配な時は上新粉が良いかもしれません。
　・水：適量　・サラダ油：ほんの少し　・塩：少し
　・食用色素（お好みで使ってみたい方）
■道具　・ボールや皿など
■作り方
　材料の順番は気にしません。
　 小麦粉に塩、サラダ油を入れ混ぜて水を加減しな
がら好みの柔らかさまでこねたら好みの色を少し
入れてこねるだけです。

■注意点
　・ 汚れてもいい服で行いましょう。
　・ こびりついた小麦粉粘土は濡れ雑巾かスポンジ
で軽くこすると取れます。

　・ タッパーかラップに包んで冷蔵庫で保存できます。
（３～５日遊べます。）

子どもと一緒に
小麦粉粘土を作って遊ぼう

広報

2021.11.117



   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ ※イベント・教室は、状況により中止する場合がありますので、ご了承ください。

　　　

対象幼稚園
　○唐桑幼稚園　☎32-2299
　○松圃幼稚園　☎32-3186
　○津谷幼稚園　☎42-2810
　○小泉幼稚園　☎42-3361
　○大谷幼稚園　☎44-2203
　※馬籠幼稚園　休園中
申込期間　11月29日（月）～12月７日（火）
　（土・日曜日を除く）15：30～ 17：00 
申込受付　入園を希望する幼稚園
　※申込時はお子さんと一緒にお越しください。
対象   平成 28年４月２日から平成31年４月１

日までに生まれたお子さん
授業料  無償
保育時間　８：30～15：00

預かり保育
　預かり保育料　無償
　　※利用には保育の必要性の認定が必要です。
　　※別途おやつ代の負担があります。
　　※ 保育の必要性の認定のない児童は日額450

円で一時預かり保育の利用ができます。
　預かり保育時間
　　【平日（月～金曜日）】
　　　７：30～８：30、15：00～ 19：00
　　【春・夏・冬休み】
　　　７：30～19：00
　　 （お盆・年末年始・年度末年度始めの期間を除く）
その他
　土・日曜日、祝日は休業日となります。その他、
学年始・夏季・冬季・学年末の休業日があります。

令和４年度　市立幼稚園の
新入園児を募集します 

問子ども家庭課 育成支援係 ☎ 22-6600 内線 443
※ 詳しい手続きについては、入園を希望する幼稚園に
お問い合わせください。

　　　 「子育てほっとサロン」参加者募集！！　 11月は２回開催

◇日　時　 11 月６日（土）午前 10時から正
午まで

◇場　所　新月公民館　２～４会議室
◇内　容　第６回「生まれる、育む」
　　　　　 子育て中のイライラ。ちょっと立ち止

まって子育てを振り返ってみませんか。
◇講　師　子育て世代包括支援センター
　　　　　看護師　熊

くま

谷
がい

　由
ゆ

紀
き

子
こ

　氏

◇日　時　 11 月 25 日（木）午前 10時から
正午まで

◇場　所　中央公民館　第２～４会議室
◇内　容　第７回「人形劇がはじまるよ～」
　　　　　 手作り人形でのパフォーマンスをお

楽しみください。
◇講　師　おはなしさーくる　たんたん

◇受付開始　いずれも10月25日（月）から
◇対象者　子育て中の親子（１歳未満のお子様も参加できます）
　　　　　※講演の後は、情報交換会や育児相談会を開催します。
◇定員・参加費　10組・無料（入退室自由）　　　◇申込方法　電話またはEメール・要申込
申問生涯学習課 ☎ 22-3442　✉ kyosho@kesennuma.miyagi.jp

   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ ※イベント・教室は、状況により中止する場合がありますので、ご了承ください。

●入所申請書類の配布　　
日時　11 月 1 日（月）～（休日除く） 9：00 ～ 17：00
場所　子ども家庭課（市ワン・テン庁舎 2 階）、唐

桑総合支所保健福祉課、本吉総合支所保健福祉課、
気仙沼・本吉の各子育て支援センター

※様式は市公式サイトからもダウンロードできます。
※現在保育施設に入所中の場合は施設から配布され

ます。また、入所児のきょうだい児を申し込みた
い方は、保育所でも書類を用意しています。
●入所申請書類の受付※先着順ではありません
【認可保育所・こども園】
日時・場所　11 月 9 日（火）～ 12 月 10 日（金）（休

日除く）9：00 ～ 17：00・子ども家庭課　
【小規模保育所】　
日時・場所　11 月 9 日（火）～ 12 日（金）　
　9：30 ～ 13：00・保育を希望する各保育所　　
その他　上記期間後の申し込みは、二次調整の対象となり

ますので、ご注意ください。５月以降入所を希望される
場合は、入所希望月の２カ月前から申請を受け付けます。

令和4年度　認可保育所等の入所受付が始まります令和4年度　認可保育所等の入所受付が始まります
11/１～

入所申請書類の
配布

入所申請書類の
受付

保育の必要度、希望施設
の状況により利用調整

入所承諾通知等
の送付

入所が決定した
施設で面接など

11/９～12/10 ～１月下旬 ２月上～中旬 ３月上～中旬

保育所名 所在地 電話番号 入所年齢＊ 備考
内の脇保育所 南が丘一丁目 3-5 22-6777 ２カ月～２歳
かやの実保育所 九条 453 22-6637 ２カ月～５歳
松岩保育所 松崎五駄鱈 143 22-6768 １歳～５歳
牧沢きぼう保育所 松崎柳沢 216-13 22-6775

６カ月～５歳
崎浜保育所 駒形 96 28-2652
階上保育所 長磯船原 51-1 27-2308
新月保育所 川原崎 101 22-6698

津谷保育所 本吉町津谷舘岡 21 42-2031 1 歳～ 5 歳
　唐桑保育所 唐桑町只越346-11 32-3639 ６カ月～５歳

気仙沼第二保育所 陣山 1-6 22-6970 ６カ月～５歳 　
新生保育園 東新城三丁目 10-11 23-7949 ２カ月～３歳 　
けせんぬまおひさま保育園 茗荷沢 25-12 24-5729 10 カ月～ 5 歳 制服あり（自己負担）

鹿折こども園
（保育所型認定こども園 ） 東中才 425-39 23-1026 6 カ月～ 5 歳 幼稚園部門　定員  9 人

保育所部門　定員 87 人

キッズハウス・どんぐり
（事業所内保育事業A 型） 唐桑町小長根185-4 25-8890 6 カ月～ 2 歳 入所申込方法は施設へ直

接お問い合わせください。

月立保育所 台 244-1 55-2901 3 歳～ 5 歳
岩月保育所 岩月宝ケ沢 47-8 27-2318 3 歳～５歳
波路上保育所 波路上原 35-1 27-2306 3 歳～５歳

認可保育所
●施設一覧

認定こども園

小規模保育所（特例保育）

地域型保育事業

（通常開所時間 7：30 ～ 18：30）　

（開所時間 7：30 ～ 18：30）・鹿折こども園幼稚園部門は入所希望が多い場合抽選

（開所時間　8：30 ～ 15：00） ・小規模保育所はお弁当持参

（開所時間 7：30 ～ 18：30）

＊ 入所年齢の 1 ～ 5 歳は、4 月 1 日時点の年齢を指します。誕生日がきても年度末まで入所できます。

子ども家庭課 育成支援係 ☎22-6600 内線442・443・445

立
市

立
市

立
市

立
私

立
私

年齢 保育料（月額） 注意点

3 歳未満児 0 ～
　66,000 円

保護者の市町村民税課税
額の合計で算出

3 歳以上児 無料 副食費などは施設へ支払
いが必要

●料金（年齢は令和４年４月１日時点）

※ひとり親世帯等や多子世帯では軽減になる場合あり

●入所要件

保護者が次のいずれかに該当すること
①就労　②妊娠・出産　③保護者の疾
病や障害　④同居親族などの介護・看
護　⑤災害復旧　⑥求職活動　⑦就学
⑧育児休業取得時に既に保育を利用し
ている子どもがいて継続利用が必要な
こと　⑨その他①～⑧に類する状態と
して市が認める場合

広報

2021.11.1 18



   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ ※イベント・教室は、状況により中止する場合がありますので、ご了承ください。

　　　

対象幼稚園
　○唐桑幼稚園　☎32-2299
　○松圃幼稚園　☎32-3186
　○津谷幼稚園　☎42-2810
　○小泉幼稚園　☎42-3361
　○大谷幼稚園　☎44-2203
　※馬籠幼稚園　休園中
申込期間　11月29日（月）～12月７日（火）
　（土・日曜日を除く）15：30～ 17：00 
申込受付　入園を希望する幼稚園
　※申込時はお子さんと一緒にお越しください。
対象   平成 28年４月２日から平成31年４月１

日までに生まれたお子さん
授業料  無償
保育時間　８：30～15：00

預かり保育
　預かり保育料　無償
　　※利用には保育の必要性の認定が必要です。
　　※別途おやつ代の負担があります。
　　※ 保育の必要性の認定のない児童は日額450

円で一時預かり保育の利用ができます。
　預かり保育時間
　　【平日（月～金曜日）】
　　　７：30～８：30、15：00～ 19：00
　　【春・夏・冬休み】
　　　７：30～19：00
　　 （お盆・年末年始・年度末年度始めの期間を除く）
その他
　土・日曜日、祝日は休業日となります。その他、
学年始・夏季・冬季・学年末の休業日があります。

令和４年度　市立幼稚園の
新入園児を募集します 

問子ども家庭課 育成支援係 ☎ 22-6600 内線 443
※ 詳しい手続きについては、入園を希望する幼稚園に
お問い合わせください。

　　　 「子育てほっとサロン」参加者募集！！　 11月は２回開催

◇日　時　 11 月６日（土）午前 10時から正
午まで

◇場　所　新月公民館　２～４会議室
◇内　容　第６回「生まれる、育む」
　　　　　 子育て中のイライラ。ちょっと立ち止

まって子育てを振り返ってみませんか。
◇講　師　子育て世代包括支援センター
　　　　　看護師　熊

くま

谷
がい

　由
ゆ

紀
き

子
こ

　氏

◇日　時　 11 月 25 日（木）午前 10時から
正午まで

◇場　所　中央公民館　第２～４会議室
◇内　容　第７回「人形劇がはじまるよ～」
　　　　　 手作り人形でのパフォーマンスをお

楽しみください。
◇講　師　おはなしさーくる　たんたん

◇受付開始　いずれも10月25日（月）から
◇対象者　子育て中の親子（１歳未満のお子様も参加できます）
　　　　　※講演の後は、情報交換会や育児相談会を開催します。
◇定員・参加費　10組・無料（入退室自由）　　　◇申込方法　電話またはEメール・要申込
申問生涯学習課 ☎ 22-3442　✉ kyosho@kesennuma.miyagi.jp

   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ ※イベント・教室は、状況により中止する場合がありますので、ご了承ください。

●入所申請書類の配布　　
日時　11 月 1 日（月）～（休日除く） 9：00 ～ 17：00
場所　子ども家庭課（市ワン・テン庁舎 2 階）、唐

桑総合支所保健福祉課、本吉総合支所保健福祉課、
気仙沼・本吉の各子育て支援センター

※様式は市公式サイトからもダウンロードできます。
※現在保育施設に入所中の場合は施設から配布され

ます。また、入所児のきょうだい児を申し込みた
い方は、保育所でも書類を用意しています。
●入所申請書類の受付※先着順ではありません
【認可保育所・こども園】
日時・場所　11 月 9 日（火）～ 12 月 10 日（金）（休

日除く）9：00 ～ 17：00・子ども家庭課　
【小規模保育所】　
日時・場所　11 月 9 日（火）～ 12 日（金）　
　9：30 ～ 13：00・保育を希望する各保育所　　
その他　上記期間後の申し込みは、二次調整の対象となり

ますので、ご注意ください。５月以降入所を希望される
場合は、入所希望月の２カ月前から申請を受け付けます。

令和4年度　認可保育所等の入所受付が始まります令和4年度　認可保育所等の入所受付が始まります
11/１～

入所申請書類の
配布

入所申請書類の
受付

保育の必要度、希望施設
の状況により利用調整

入所承諾通知等
の送付

入所が決定した
施設で面接など

11/９～12/10 ～１月下旬 ２月上～中旬 ３月上～中旬

保育所名 所在地 電話番号 入所年齢＊ 備考
内の脇保育所 南が丘一丁目 3-5 22-6777 ２カ月～２歳
かやの実保育所 九条 453 22-6637 ２カ月～５歳
松岩保育所 松崎五駄鱈 143 22-6768 １歳～５歳
牧沢きぼう保育所 松崎柳沢 216-13 22-6775

６カ月～５歳
崎浜保育所 駒形 96 28-2652
階上保育所 長磯船原 51-1 27-2308
新月保育所 川原崎 101 22-6698

津谷保育所 本吉町津谷舘岡 21 42-2031 1 歳～ 5 歳
　唐桑保育所 唐桑町只越346-11 32-3639 ６カ月～５歳

気仙沼第二保育所 陣山 1-6 22-6970 ６カ月～５歳 　
新生保育園 東新城三丁目 10-11 23-7949 ２カ月～３歳 　
けせんぬまおひさま保育園 茗荷沢 25-12 24-5729 10 カ月～ 5 歳 制服あり（自己負担）

鹿折こども園
（保育所型認定こども園 ） 東中才 425-39 23-1026 6 カ月～ 5 歳 幼稚園部門　定員  9 人

保育所部門　定員 87 人

キッズハウス・どんぐり
（事業所内保育事業A 型） 唐桑町小長根185-4 25-8890 6 カ月～ 2 歳 入所申込方法は施設へ直

接お問い合わせください。

月立保育所 台 244-1 55-2901 3 歳～ 5 歳
岩月保育所 岩月宝ケ沢 47-8 27-2318 3 歳～５歳
波路上保育所 波路上原 35-1 27-2306 3 歳～５歳

認可保育所
●施設一覧

認定こども園

小規模保育所（特例保育）

地域型保育事業

（通常開所時間 7：30 ～ 18：30）　

（開所時間 7：30 ～ 18：30）・鹿折こども園幼稚園部門は入所希望が多い場合抽選

（開所時間　8：30 ～ 15：00） ・小規模保育所はお弁当持参

（開所時間 7：30 ～ 18：30）

＊ 入所年齢の 1 ～ 5 歳は、4 月 1 日時点の年齢を指します。誕生日がきても年度末まで入所できます。

子ども家庭課 育成支援係 ☎22-6600 内線442・443・445

立
市

立
市

立
市

立
私

立
私

年齢 保育料（月額） 注意点

3 歳未満児 0 ～
　66,000 円

保護者の市町村民税課税
額の合計で算出

3 歳以上児 無料 副食費などは施設へ支払
いが必要

●料金（年齢は令和４年４月１日時点）

※ひとり親世帯等や多子世帯では軽減になる場合あり

●入所要件

保護者が次のいずれかに該当すること
①就労　②妊娠・出産　③保護者の疾
病や障害　④同居親族などの介護・看
護　⑤災害復旧　⑥求職活動　⑦就学
⑧育児休業取得時に既に保育を利用し
ている子どもがいて継続利用が必要な
こと　⑨その他①～⑧に類する状態と
して市が認める場合

広報
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