
ファミ・サポ（ファミリー・サポート・センター）   利用して      みませんか
　子育ての「お手伝いをしたい人」と「お

手伝いをしてほしい人」が会員になり、

地域の中で助け合いながら子育てをする、

会員制の有償ボランティア活動をするところ

です。いろいろな保育のニーズに応え、仕事をもつ

人が安心して仕事と育児ができる、また専業主婦がゆと

りをもって育児ができる環境づくりを目指しています。

ファミリー・サポート・
センターとは？

・協力会員ーお手伝いをしたい人ー
　�市内に在住し、心身共に健康で子どもが好
きな人。資格・年齢・性別は問いません。

・�利用会員�ーお手伝いをしてほしい人ー
　�市内に在住する中学３年生までの子どもの保
護者。専業主婦や働く人、どなたでも利用可。

・両方会員
　�利用会員と協力会員の両方を兼ねることも
できます。

会員募集中！

■問合せ／こども課子育て支援担当 ☎22-5111

平成 31年度から新たに保育所等の施設利用を希望する人へ

市役所消防署

駐車場

B棟

産業会館 市営体育館

花壇

　保育所、認定こども園（保育部分）、小規模保育事業所の利用を新たに
希望する人は「子どものための教育・保育給付」の支給認定申請を行い、
保育の必要性の認定を受けることが必要です。
　支給認定と施設利用の申請は同時に行います。希望する各保育所等か
ら申請書類を受け取り、市役所で申請してください。なお、認定こども
園で幼稚園部分の利用を希望する人は、各園への申込みとなります。
※�認定を受けた人でも、保育所等の受入人数に余裕がない場合は利用が
できません。

■期間／９月19日㈬～10月12日㈮　
■配布場所／第１希望の保育所、認定こども園、小規模保育事業所

　書類申請時に面談を行います。施設の利用を希望するお子さんについて、
保護者と面談し、家庭や就労などの状況をお聞きします。

■期間／ 10 月 12日㈮～ 31日㈬
　※第 1希望施設の受付日（左ページ参照）にお越しください。
　※受付日に申請できない人は、期間内の都合の良い日にお越しください。
　※他市町の施設を希望の場合は、10 月 25 日㈭午後の受付となります。
■時間／【午前】９時 30分～ 11 時 30 分　【午後】13時 30 分～ 16 時
　※�所要時間は、10 分～ 15 分程度ですが、時間帯によっては待ち時間が発生
します。時間に余裕を持ってお越しください。

出生前の仮受付ができます！
■�対象／平成 31 年２月１日までに生まれる予定のお子さんがいる人で、４月から保育所等の
　利用を希望する人　■場所／市役所Ｂ棟第 1会議室・第２会議室
■申請期間／ 10 月 12 日㈮～ 31 日㈬　■申請方法／名前は空欄で仮申請をしてください。

来年４月からの

保育所等の利用受付が始まります

①書類配布

②申請受付

・配布の書類を第１希望施設で受け取ってから申請会場にお越しください。

・米沢中央幼稚園は、平成 31 年４月から認定こども園へ移行する予定です。

■�場所／市役所Ｂ棟第 1会
議室・第２会議室
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【問合せ先】
米沢市ファミリー・サポート・センター
☎ 24-6464（徳町 1-38-1　プチハウス 2階）
■開所時間／ 8 時 30 分～ 18 時 30 分
※�土曜日は17時 30分まで、日・祝祭日、お盆・年末年始は休み

堀
立
川

皆川球場

市営プール
イオン
米沢店

米沢中央高校

月１回事業説明会を開催します
　「利用したい！」「お手伝いしたい！」と考えている
人向けに詳しく説明します。気軽にお越しください。
■�期日／９月 25 日㈫、10 月 23 日㈫、11 月 20 日㈫、
12 月 18 日㈫、平成 31 年１月 22 日㈫、２月 19 日㈫、
３月 19 日㈫

■�時間／ 16 時 30 分～
■場所／ファミリー・サポート・センター

施設名 申請受付日 住所 電話 定員 受入年齢

西部乳児園 10/16 ㈫午前・10/22 ㈪午後 御廟２丁目�3-17 21-0426 55 人

２か月～２歳児プチハウス 10/18 ㈭午後・10/30 ㈫午前 徳町�1-38-1 26-6565 50 人

みどり乳児園 10/16 ㈫午後・10/22 ㈪午前 塩井町塩野�1480-30 22-6679 30 人

松ヶ岬保育園 10/19 ㈮午後・10/30 ㈫午前 西大通１丁目�6-56 21-0349 80 人

２か月～就学前

明星保育園 10/18 ㈭午後・10/30 ㈫午前 門東町３丁目�2-27 22-2260 120 人

山上保育園 10/19 ㈮午前・10/29 ㈪午後 通町４丁目�11-20 23-3416 110 人

興道東部保育園 10/17 ㈬午前・10/30 ㈫午後 下花沢３丁目�10-9 23-6624 100 人

興道西部保育園 10/17 ㈬午前・10/29 ㈪午後 木場町�2-9 24-8558 60 人

興道南部保育園 10/18 ㈭午前・10/26 ㈮午後 本町１丁目�1-84 21-3756 100 人

興道北部保育園 10/17 ㈬午後・10/29 ㈪午前 塩井町塩野�1476-1 21-5070 120 人

米沢中央保育園 10/16 ㈫午後・10/22 ㈪午前 桜木町�1-75 23-5470 110 人

塩井保育園 10/19 ㈮午前・10/26 ㈮午後 塩井町塩野�2081-6 21-1225 80 人

森の子園保育所 10/17 ㈬午後・10/29 ㈪午前 万世町牛森�4172-6 28-3715 60 人

そらいろ保育園 10/16 ㈫午前・10/22 ㈪午後 万世町片子�343 40-0280 110 人

市立緑ケ丘保育園 10/18 ㈭午前・10/30 ㈫午後 矢来１丁目�3-75 23-1867 60 人

市立吾妻保育園 10/16 ㈫午前・10/19 ㈮午後 太田町４丁目�1-151 38-4402 75 人

施設名 申請受付日 住所 電話 定員※ 受入年齢

かしのみ幼稚園
10/23 ㈫午後・10/25 ㈭午前・
10/31 ㈬午前

城南 5丁目�1-1 21-0205 130 人 １歳児～就学前

ひばりが丘幼稚園 大字三沢字白幡壱26090 22-7541 105 人 ２か月～就学前

米沢幼稚園 中央 3丁目 6-45 23-2134 50 人 満３歳～就学前

米沢西部こども園 10/23 ㈫午前・10/26 ㈮午前・
10/31 ㈬午後

御廟 2丁目 3-8 21-6010 123 人
２か月～就学前

戸塚山こども園 大字上新田 2008 37-2419 70 人

米沢中央幼稚園 10/12 ㈮・15 ㈪終日 中央 7丁目 5-70-5 23-2569 75 人 満３歳～就学前

施設名 申請受付日 住所 電話 定員 受入年齢

さくら保育園 10/23 ㈫午後・10/25 ㈭午前 中央３丁目 8-24 40-1187 19 人 ６か月～２歳児

あゆみ園 10/18 ㈭午後・10/29 ㈪午前 大町１丁目 4-11 23-9604 19 人 ２か月～２歳児

保育所

認定こども園（幼稚園部分の受付は各認定こども園で行います）

小規模保育事業所

保育所・認定こども園・小規模保育事業所の申請受付日

※保育部分の定員です。
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