平成30年度

幼稚園・学童保育室申し込み

市立幼稚園
施設名・☎
通園学区
久那幼稚園 秩父地区、大滝地区
☎22−1502 ※各家庭での送迎が条件
吉田地区
吉田幼稚園
※希望で園バスによる送
☎77−0796
迎あり
荒川地区、大滝地区
荒川幼稚園
※希望で園バスによる送
☎54−3030
迎あり

認定こども園・私立幼稚園
対

象

５歳児、４歳児、３歳児
（ 平 成25年 ４ 月 ２ 日 〜 平
成28年 ４ 月 １ 日 生 ） の 市
内在住幼児
５歳児、４歳児（平成25年
４ 月 ２ 日 〜 平 成27年 ４ 月
１日生）の市内在住幼児

※３園とも完全給食を実施。いずれの幼稚園も１学級35人以内です。

願書配布 各幼稚園・学校教育課
受付期間 11月10日㈮〜12月８日㈮
保育時間 幼稚園で異なるため、各幼稚園にお問い合わ
せください。
２・１各幼稚園へ直接申し込み・お問い合わせください。

市立学童保育室
入室基準 保護者の就労等により、放課後、児童の保育
ができない場合
受付期間 11月10日㈮〜12月８日㈮
申込用紙配布（10月〜）および受付場所
学校教育課（歴史文化伝承館２階）、吉田・荒川総合
支所市民福祉課
※家庭状況等の調査により入室の可否を決定し、平成30年１月下
旬に通知します。

！

１学校教育課☎２５−５２２８

入室決定は先着順ではありません。なお、基準を
満たしていても各学童保育室の入所状況により、
入所できない場合もあります。

乳児おむつ購入費を助成します
秩父市では、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、出産
を奨励することを目的として、乳児が使用するおむつ購入費
用の一部を助成します。
【対象者】平成29年４月１日以降に出生した子どもの養育者
（保護者）で次の要件をすべて満たす方。
①乳児・養育者（保護者）の住所が秩父市にある方。
②養育者（保護者）に市税の未納がない方。
※上記の要件に一つでも該当しない方はこの制度の対象にな
りません。
【対象品目】市内の店舗で購入した紙おむつ・布おむつ・お
むつカバー
※秩父市外の店舗、通販等で購入したものは対象になりません。
【助成金額】乳児１人につき上限１万円
【助成金支給】毎月25日支給
各月末日までに申請されたものを取りまとめ、翌月に支給します。
（25日が土・日・祝日の場合は翌金融機関営業日）
【申請期限】該当するこどもの満１歳の誕生日の前日まで。
ただし、対象のこども１人につき１回限りとします。
【申請手続き】申請時には次のものを持参ください。
①対象品目を購入した領収書・レシート・
購入品目と購入価格が確認できる書類
②振込先の口座番号が確認できるもの（通
帳又はキャッシュカード等）
③印鑑 ④申請書
【申請書配布および受付場所】
こども課☎２５−５２０６
吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
吉田☎７２−６０８２
大滝☎５５−０８６５
荒川☎５４−２１１６

市内の認定こども園・私立幼稚園の入園については、
各施設へ直接お問い合わせください。
施設名
秩父こども園
大畑こども園
秩父さくら幼稚園
秩父ふたば幼稚園
かみたの幼稚園
秩父国際幼稚園
秩父緑ガ丘幼稚園

所在地
下宮地町内
大畑町４−64
上町３−10−10
中宮地町26−21
荒川上田野994−15
上町２−17−34
寺尾1548

電話番号
☎２２−１３８５
☎２４−８２２１
☎２２−０６３２
☎２３−８６６６
☎５４−００６２
☎２２−０８３７
☎２３−９３００

私立学童保育施設
私立の学童保育施設でも利用申し込みを受け付けてい
ます。詳しくは直接、各施設へお問い合わせください。
施設名
所在地
原谷学童クラブ
大野原2966
かみたのキッズクラブ 荒川上田野994−15
大畑アフタースクール 大畑町４−64

電話番号
☎２３−０７７４
☎５４−００６２
☎２４−８２２１

秩父市ふれあい学校
平日
（月曜日から金曜日）
放課後〜午後４時30分
開校記念日および春期・夏期・冬期の学校休業日
午前９時〜午後４時30分
受付期間 11月10日㈮〜12月８日㈮
申込用紙配布（10月〜）および受付場所
学校教育課（歴史文化伝承館2階）
利用時間

※受付終了後、入室の可否を決定し、平成30年2月下旬に通知します。
※ふれあい学校に入校できる児童は、学童保育室入室基準に該当しない児童です。

！

入校決定は先着順ではありません。なお、基準を
満たしていても各ふれあい学校の入校状況によ
り、入校できない場合もあります。

平成30年度

保育所（園）
・認定こども園
等の申し込み

家庭の状況（保護者の仕事など）によ
状況（保護者 仕事など） よ
入所（園）基準
所（ ）基準 家庭
り、就学前のお子さんの保育ができない場合
受付期間 11月８日㈬から12月８日㈮（必着）までの月
曜日から金曜日（祝日を除く。）
申請用紙配布・受付場所 こども課、吉田・大滝・荒川
総合支所市民福祉課
※申請用紙は10月11日㈬から各窓口・各保育所（園）に
て配布します。
※平日夜間・最終日曜窓口（30ページ「くらしのカレン
ダー」参照）でも受け付けします。
入所（園）承諾 保育の必要性の有無・家庭状況などを
調査の上、入所の可否を決定し、２月中旬ごろに通知し
ます。認定こども園については、内定の連絡後、各園と
契約を行ってください。
１こども課☎２５−５２０６
吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
吉田☎７２−６０８２ 大滝☎５５−０８６５
荒川☎５４−２３９５
保育所(園)・認定こども園それぞれに特色があり、保
育料のほかに、教材費などの別途費用が必要な場合が
あります。入所後のトラブルを避けるため、申し込み
前に園の見学を行い、保育内容などを確認してください。
なお、見学の際には事前に各保育所等にご連絡ください。

！

お手持ちのパソコン、タブレット、スマートフォンなどから
「ゆるキャラ®グランプリ２０１７」公式ホームページにアクセス。投票を！
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新年を飾る、力作をぜひ！

地域で子どもたちを見守りましょう！

市報ちちぶ１月号
カラー表紙写真を募集！
市内で撮影した風景や行
事、人物などのカラー写真
で、新年号にふさわしい写
真を募集します。
応募資格 市内在住・在勤・
在学の方
サイズ キャビネまたは２
Ｌ（デジタルの場合は６０
０万画素、１MB以上とし、
メールでの応募も可）
構 図 現行の市報の表紙
に被写体が収まる形で撮影
したもの
応募期間 10月16日㈪〜11月17日㈮
※選考結果は応募者に通知します。なお、応募方法
や注意点等詳しくは、市Ｃをご覧いただくか☎に
てお問い合わせください。
１秘書広報課☎２２−２５０５
３hisyo@city.chichibu.lg.jp

9

全国各地で子どもが重大な犯罪に巻き込まれて
しまう悲惨な事件が起こっています。
このような事件に子どもたちが遭わないために
は、大人が見守っていることを青少年にアピール
することが重要で、
朝晩の通学時の
「おはよう」
「お
かえり」をはじめ、
「こんにちは」
「元気？」
「ど
うしたの？」などの「声かけ」をすることも、皆
さんでできることの一つです。
「地域のこどもは地域で見守り育てる」という
気持ちで、大人が責任を持って、子どもたちを温
かく、時には厳しく、見守りながら青少年の非行・
被害防止を進めていきましょう。
１生涯学習課☎２２−０４２０

ポテくまくんのテーマソング「ポテくまマーチ」発売中！
市役所総合窓口、吉田・大滝・荒川総合支所でＣＤ１枚500円にて販売

さん

−

３キュー子育てチケット制度

埼玉県では︑多子世帯︵こどもが３人以上いる世帯︶の子育てを応援
するため︑ベビーシッターなどの子育てサービスや親子ふれあいイベン
トなどに利用できる﹁３キュー子育てチケット﹂の配布を行います︒
︻支給対象︼平成 年４月１日以降に第３子以降の子供が生まれた世帯
︵多子世帯︶
︻支給金額︼３年間で５万円分
︵１年目︑２年目は２万円︑３年目は１万円︶
︻申請方法︼申請書を埼玉県のＣからダウンロードし︑必要事項をご記
入の上︑添付書類を添えて県︵受託事業者︶へ提出︒
※申請書はこども課︑吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課でも配布し
ています︒
添付書類⁝世帯全員の住民票︵平成 年４月１日以降に出生した３人目
以降のお子さんがいて︑かつお子さんが３人以上いることがわかる書類︶
︻利用方法︼サービスを利用した際に︑チケットまたは現金で支払い︒
※あらかじめ登録された事業者では︑チケットによる支払いができます︒
︵利用できる事業者は県Ｃ︑ステッカー等でお知らせしています︶
※現金で支払った場合
は︑換金の際に領収書
が必要です︒
※平成 年４月１日から
チケットがお手元に届
くまでの間に利用した
サービスも対象です︶
１３キュー子育てチケッ
ト事務局
☎ ０ ５ ７ ０ ０４３
３４４
Ｃ﹁３キュー子育て﹂で
検索！
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