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子育てホっとマップ 11号の主な変更点 

（令和 3 年度～） 

P18  

★追加 

公
私 

園名、電話番号、住所 
認定

区分 

開所時間 定員 

(人) 

利用可能 

年(月)齢 保育時間(※1) 延長保育(※2) 

私 

白石みのり保育園     

☎26-8074        

福岡深谷字青木31番地 

標準 7:00～18:00 18:00～19:00 

90 
生後2か月

～5歳児 短 8:30～16:30 
 7:00～ 8:30 

16:30～18:00 

※１ 土曜日保育は7：00から18：00までとなります。 

※２ 保育時間前後の延長保育は、通常の保育料とは別にお子さん１人当たり1時間100円の延 

   長保育料が掛かります。 

※３ 認定区分の「標準」は保育標準時間認定、「短」は保育短時間認定 

♠削除 

公
私 

園名、電話番号、住所 
認定

区分 

開所時間 定員 

(人) 

利用可能 

年(月)齢 保育時間(※1) 延長保育(※2) 

公 

深谷保育園 ☎25-5096     

福岡深谷字南沖２６番地 

標準 7:30～18:30 ― 

50 
1歳児 

～5歳児 短 8:30～16:30 
 7:00～ 8:30 

16:30～18:00 

 

P21  

♦変更 

施設名称、電話番号、住所 ベビーホームひまわり ☎25-5693 鷹巣西三丁目4-18  

入園料 3,000 円 

♠削除 

施設名称、住所、電話番号 ひかりこども園ぐんぐん   字柳町16   ☎26-2519 

利用対象 生後６か月～２歳児 

保育時間(※1) 月～土7:30～18:00 

入園料 無料 

保育料(※2) 月額50,000円 

給食 完全給食制(食物アレルギー配慮) 
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P19  

★追加 

園名、電話番号、住所 第二幼稚園    南町二丁目2-1    ☎25-6326 

定員 140人 

対象者 
市内に住所がある３～５歳児のお子さんをもつ保護者 

(４月１日時点で満３歳から入園可能)  

保育時間 月～金の8:30～13:30  ※祝日、夏・冬・春休みなどを除く 

預かり保育(※1) 
幼稚園がある日13:30～18:00  長期休業日8:30～18:00 

(年末年始や慣らし保育期間など実施しない日があります) 

入園費用 
入園料無料 

(園服、帽子、新学期用品などの保育用品約17,000円) 

保育料(※2) 無 料 

給食(※3) 
お弁当持参(ご飯、おかず)    牛乳あり(保護者負担) 

おにぎりの日 毎週木曜日 

入園申込 10月下旬から11月上旬受付 

随時入園 空きがあれば可能 

※１ 事前に利用申込書の提出が必要になります。保育料は半日700円、１日1,200円、別途

おやつ代100円。保育が必要であるとの認定を受けた方は、450円×利用日数(月額最大

11,300円まで)が無料となる場合があります。 

※２ 教材費や保護者会費などが別に掛かります。 

※３ 希望者には副食給食を提供。（一食 200円） 

♦変更  

第一幼稚園は、令和３年４月１日休園。また、ひかり幼稚園は認定こども園に移行となります。 

市内幼稚園 

幼稚園名 第一幼稚園(休園) 学校法人風間学園 ひかり幼稚園 

公立、私立の別 公立 私立 

住所、電話番号 字亘理町38-1☎26-2347 字沢目21-1☎26-3390 

定員 140人 320人 

P36  

♦変更(贈呈額) 

子どもの順位 誕生祝い金 
すくすく 

ベビー券 

第１子または第２子 10,000円 4,000円 

第３子以降 20,000円 4,000円 

 

見本 

誕生祝い金 
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P25  

★追加 

クラブ名、住所、電話番号 

利用時間 
登録受付 

時期 授業日 土曜 
夏・冬・春休み

など 

深谷放課後児童クラブ 

☎24-4540 福岡深谷字松田２３ 

(事務局：深谷公民館) 

授業終了後 

～ 

18:00 

8:30～18:00 8:30～18:00 ２月ごろ 

 

♦変更 

クラブ名、住所、電話番号 

利用時間 
登録受付 

時期 授業日 土曜 
夏・冬・春休み

など 

第一児童館放課後児童クラブ 

☎25-7070 字亘理町37-1 

授業終了後 

～ 

18:30 

8:30～18:00 8:00～18:30 
1 月上旬 

ごろ 

白石第一小学校放課後児童クラブ 

☎25-7388 字半沢屋敷前2-2 

第二児童館放課後児童クラブ 

☎25-38４5 字白石沖6-3 

 

♠削除 

クラブ名、住所、電話番号 

利用時間 
登録受付 

時期 授業日 土曜 
夏・冬・春休み

など 

白石第二小学校放課後児童クラブ 

☎25-38４5 字白石沖29 

授業終了後 

～ 

18:30 

8:30～18:00 8:00～18:30 
１月下旬 

ごろ 
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★新たに追加となります！ 

 

問：健康推進課 住所：大手町１-１(健康センター1階) 

☎22-1362  FAX  22-1320 受付日時：月～金(祝日、年末年始を除く)8:30～17:15 

 分娩施設や小児科などの医療機関や、地域子育て支援センターなどの関係機関と連携しながら、妊娠期から子

育て期まで相談支援を行う窓口を、健康センター内に設置します。妊娠中や産後の不安、お子さんの成長や育児

の悩みなど、お気軽にご相談ください。来所や電話相談の他、オンライン相談もできます。 

 

 

問：子ども家庭課 住所：大手町１-１(市役所1階)  

☎22-1363  FAX  22-1316 受付日時：月～金(祝日、年末年始を除く)8:30～17:15 

 認定こども園は、幼稚園と保育園の両方の機能を併せ持った施設です。 

施設名称   

電話番号・住所 

学校法人風間学園 ひかり幼稚園 

☎26-3390 字沢目21-1 

利用対象 生後６か月～５歳児 

開所時間 

(※1・2) 

1号 

認定 

8:00～13:30 ※夏・冬・春休みなどを除く。 

(預かり保育：8:00～13:30 を超える利用、夏・冬・春休みなど。)  

2・3号 

認定 

標準時間 7:30～18:00 

短時間 
8:30～16:30 

(延長保育：7:30～8:30、16:30～18:00) 

保育料・給食費

(※3) 

認定区分や世帯状況などによって異なるため、詳しくは直接園にお問い合わせ

ください。 

給食 完全給食制(食物アレルギー配慮) 

送迎バス あり 有料 (０～１歳児は利用不可) 

※１ 上記の保育時間は月～金までのものです。保育時間に日曜、祝日、年末年始は含まれません。 

土曜保育は行いません。 

※２ 保育時間前後などの「預かり保育・延長保育」は、利用状況に応じた金額が掛かります。 

※３ 上記保育料以外に保育用品などが別に掛かります。 
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