
保育園･幼稚園など来年4月からの利用児童を募集
10月15日㈭から受け付け 保育園などの種類

保育園･小規模保育･家庭的保育･事業所内保育
　保護者の就労や、病気、就職活動などで、家庭で保育でき
ない子どもを預かります。
幼稚園
　3～5歳を対象に、日中の4時間程度幼児教育を行います。
認定こども園
　教育と保育を一体的に行います。幼稚園と同様の利用方法
（教育認定）と、保育園と同様の利用方法（保育認定）があり
ます。
＊�幼稚園と認定こども園は園ごとに特色ある教育･保育を行
っていますので、入園前の見学がおすすめです。

各園で10月15日㈭から入園願書を配布、11月1日㈰から申し込みを受け付けます。
申込方法など詳しくは、各園にお問い合わせください。

＊長期休業期間を含む平日7:30～18:30に、長時間の預かり保育を実施している幼稚園
◎認定こども園

問幼保支援課�☎245-5100�FAXFAX245-5629

幼稚園･私立認定こども園(教育認定)

保育園･小規模保育･家庭的保育･事業所内保育･私立認定
こども園（保育認定）･市立認定こども園（教育･保育認定）
受付期間　郵送･窓口＝10月15日㈭～11月30日㈪
　　　　　電子申請＝10月15日㈭9:00～11月23日㈷17:30必着
申 請 書　�10月15日㈭～11月30日㈪、保健福祉センターこども家庭

課、各園（土曜日は12:00まで）で配布。ホームページから
印刷も可。

申請方法　�申請書と必要書類を、第1希望園のある区の保健福祉センタ
ーこども家庭課へ郵送または持参。電子申請も可。

出生前児の申し込みについては、お問い合わせください。
募集園など詳しくは、申請書またはホームページをご覧ください。
千葉市　4月利用児童募集　

問保健福祉センターこども家庭課
　中　央�☎221-2172　花見川�☎275-6421　稲　毛�☎284-6137
　若　葉�☎233-8150　　緑　�☎292-8137　美　浜�☎270-3150
幼保運営課�☎245-5726�FAXFAX245-5894

区 園名 所在地 電話番号

花
見
川

まこと第二◎ 花見川6-18 259-2602
由田学園千葉 花見川1-29 259-7095
さざれ＊ 幕張町5-241 273-8813
こてはし台 横戸町857 257-2111

稲
　
毛

弥生 穴川1-4-6 253-5311
穴川花園 穴川町375 251-3514
稲毛＊ 稲毛町5-100-1 243-4115
稲毛すみれ◎ 稲毛東1-14-13 242-6116
あやめ台第二 柏台1-25 255-7211
小中台 小仲台8-20-1 255-3627
山王◎ 山王町153-2 423-3331
あやめ台＊ 園生町468-1 253-5301
園生＊ 園生町956-6 251-5002
小ばと◎ 天台1-7-17 251-6471
愛隣 轟町5-2-12 251-6395
土岐◎ 緑町1-5-17 242-2561

若
　
葉

大宮 大宮台6-10-3 261-3918
泉 小倉台3-11-1 231-0802
加曽利 加曽利町953-3 231-3065
千葉文化 桜木4-16-38 231-0304
やまびこ 高根町898-2 228-3320
のぞみ 千城台西1-31-1 237-1394
へいわ 千城台東1-6-2 237-0551
千城東＊ 千城台東3-14-13 237-9356
千城台南 千城台南2-8-4 237-0552
みのり＊ 都賀5-20-26 231-0652
都賀の台＊ 都賀の台4-26-15 256-1981
まこと東＊ みつわ台2-22-3 255-9696
千葉聖心＊ みつわ台3-6 255-3606
みつわ台◎ みつわ台4-23-5 251-3331
若松台 若松町401 232-5177

緑あすみ中央＊ あすみが丘6-23-2 205-2209
おゆみ野南＊ 大金沢町381-1 300-0113

区 園名 所在地 電話番号

中
　
央

九重 稲荷町3-12-6 261-1418
翠（みどり） 春日2-12-10 241-2913
登戸◎ 新千葉3-14-18 241-3512
双葉 新田町5-8 242-4933
大巌寺＊ 大巌寺町186 261-5997
葵（あおい）◎仁戸名町205 261-7095
松ケ丘◎ 仁戸名町552 265-1815
仁戸名◎ 仁戸名町616 261-5618
はまの◎ 浜野町1252-4 261-0725
羔（こひつじ）東本町5-1 227-6368
植草学園大学
附属弁天◎ 弁天2-7-1 290-1789

ひまわり◎ 松ケ丘町611 261-2719
千葉明徳短期
大学附属◎ 南生実町1412 265-1614

山百合 都町5-23-30 231-3600
都◎ 都町1-46-22 231-7047
こまどり 宮崎町234-1 261-3083
梅乃園 矢作町939-6 222-2003
院内 祐光1-9-5 222-7775

花
見
川

新検見川 朝日ケ丘5-28-61 271-5000
青い鳥 検見川町1-48 271-3175

まこと第三◎ 横戸町1242-19 047-407-3915
千葉しらゆり 作新台8-7-3 259-4214
青い鳥第二 さつきが丘2-13 259-3788
さつきが丘◎ さつきが丘1-33-1 250-6383
スガハラ 武石町2-1017 273-3328
信徳寺あさひ 長作町610-1 259-5558
暁 西小中台2-1 271-1950
花園 花園1-3-9 271-7837
花見川ちぐさ◎花見川8-19 250-6660
花見川 花見川4-14-101 259-2637

区 園名 所在地 電話番号

緑

鏡戸◎ 大木戸町428-1 294-5611
キッズビレッジ◎ おゆみ野4-30 308-5528
花水木 おゆみ野中央6-13-1 291-0880
土気中央＊ 土気町1630-1 226-5156
こざくら 平山町65-1 263-0435
聖母マリア 辺田町552 291-1352
ほまれ◎ 誉田町1-1007 291-1365
白梅◎ 誉田町2-24 291-0135

美
　
浜

磯辺白百合 磯辺4-14-1 277-2525
城徳学園いそべ磯辺7-16-1 277-3113
子鹿 幸町1-5-1 242-8741
千葉白菊＊ 幸町2-12-8 241-6600
あいりす◎ 幸町2-9-3 247-3921
千葉さざなみ◎高洲1-1-20 243-3373
植草学園大学
附属美浜◎ 高洲1-17-8 277-2361

千葉敬愛短期
大学附属◎ 高洲2-2-16 242-8746

千葉女子専門
学校附属聖◎ 高洲2-3-24 245-0626

高洲◎ 高洲3-3-12 278-1910
高浜◎ 高浜1-8-2 246-7090
めぐみ＊ 高浜3-2-1 278-3502
芳野学園附属 幕張西3-2-9 272-8500
真砂◎ 真砂1-12-9 278-3310
真砂第一＊ 真砂2-17-82 278-0011
真砂白百合 真砂3-14-2 278-0023
こざくら第二 真砂4-17-2 278-2578
ひばり 真砂5-24-1 278-0912
幕張インターナシ
ョナルスクール 若葉3-2-9 296-0277

子育て支援コンシェルジュをご利用ください
　どの園を利用すればよいか分からない、入れる園が見つか
らない…。そんな時は、子育て支援コンシェルジュ【７面】
にご相談ください。

ちば市政だよりが破損･汚損している場合や、届かない場合は、㈱地域新聞社�☎202-0120（平日9:00～17:00）へご連絡ください
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