
 

 

 

 

  

 

 

 

対象者：教育認定（1 号）・保育認定（２・３号）〕 

教育と保育を一体的に行う施設です。 

【受入年齢】教育認定：満３歳～就学前  保育認定：２か月※～就学前 

施設名 所在地 電話番号 開所時間※ 定員 

大館ホテヤこども園 片山町一丁目 3 番 10 号 43-4225 7:00～19:00 227 

大館八幡こども園 字八幡 1 番地 49-1206 7:00～19:00 185 

南が丘こども園 小館花字萩野台 4 番地 1 42-5448 7:00～19:00 134 

向陽こども園 釈迦内字館 68 番地 1 48-2345 7:00～19:00 85 

宮の杜神明こども園 中神明町 1 番 5 号 42-1455 7:00～19:00 113 

大館カトリックこども園 有浦一丁目 7 番 45 号 42-1262 7:30～18:30 123 

扇田こども園 比内町扇田字町尻108番地1 55-0082 7:00～19:00 98 

大館ホテヤ第二こども園 片山町三丁目 2 番 21 号 59-6355 7:00～19:00 47 

【開園日】月曜～土曜日（日祝日・年末年始は休園。園によってはその他の休園日があります。） 

※宮の杜神明こども園、大館カトリックこども園は受入年齢が 6 か月からです。 

※開所時間には延長保育（有料）を含みます。（大館カトリックこども園を除く） 

 

〔対象者：保育認定（２・３号）のみ〕 

就労等の理由がある場合、保護者に代わって保育する施設です。 

保育園名 所在地 電話番号 開所時間※ 受入年齢 定員 

城南 字桜町南 45 番地 3 42-1806 7:00～19:00 ６か月～就学前 175 

城南分園 字水門前 124 番地 42-0690 7:00～19:00 ６か月～就学前 50 

有浦 有浦一丁目 7 番 38 号 42-1149 7:00～19:00 ６か月～就学前 150 

扇田 比内町扇田字町後 13 番地 8 55-0244 7:00～19:00 ２か月～就学前 120 

たしろ 岩瀬字上岩瀬上野 19 番地 54-0415 7:00～19:00 ６か月～就学前 200 

釈迦内 釈迦内字相染台 24 番地 48-2231 7:00～19:00 ６か月～就学前 75 

十二所 十二所字片町 21 番地 6 52-2172 7:00～19:00 ６か月～就学前 50 

東館 比内町独鈷字独鈷 11 番地 56-2358 7:00～19:00 ２か月～就学前 60 

西館 比内町笹館字前田野 79 番地 1 55-2419 7:00～19:00 ２か月～就学前 90 

大館乳児 泉町 8 番 12 号 42-5130 7:00～19:00 ２か月～２歳児 70 

【開園日】月曜～土曜日（日祝日・年末年始は休園）    ※開所時間には延長保育（有料）を含みます。 

 

〔対象者：教育認定（1 号）のみ〕 

幼児期の教育を行う学校です。【受入年齢】満３歳～就学前 

幼稚園名 所在地 電話番号 開所時間（預かり保育） 定員 

大館幼稚園 字裏町 11 番地 42-0534 （8:00）9:00～14:00（19:00） 25 

※平日の保育時間前後および土曜日は、別途料金により預かり保育を実施。 

 

〔対象者：保育認定（２・３号）のみ〕 

家庭的保育に近い雰囲気のもとで保育を行います。【受入年齢】２か月～２歳児 

施設名 所在地 電話番号 開所時間 定員 

みらいっこ園 字大田面 352 番地 1 49-0859 7:30～18:30 15 
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企業主導型保育施設、大館市認定保育施設、へき地保育所は、

施設に直接お申し込みください。 

施設名 所在地 電話番号 受入年齢 開所時間 定員 

企業主導型保育施設 

キッズテラス アット セイジュ 釈迦内字狼穴 89 番地 57-8160 ２か月～３歳児 7:30～18:30 18 

バンビーニ 御成町三丁目７番１７号 大館ビル１階 59-7516 ２か月～２歳児 7:30～18:30 27 

大館市認定保育施設 

さくらベビーハウス 片山町二丁目１番 4 号 42-6388 ２か月～３歳児 7:30～18:30 20 

くれよんはうす 
御成町二丁目 12 番 33 

号 奈良ビル 1 階 
42-0090 ２か月～就学前 7:30～18:30 30 

 

施設名 所在地 電話番号 受入年齢 開所時間 定員 

へき地保育所 

二井田保育所 二井田字贄ノ里１９０番地 49-5471 

３歳児～就学前 

（２歳児は要相談） 
8:00～18:00 

70 

真中保育所 出川字上野３０番地 49-6953 45 

下川沿保育所 川口字蟹沢１番地３０ 49-6269 70 

沼館保育所 沼館字神田表１１１番地 43-0458 35 

花岡保育所 花岡町字前田１８１番地５ 46-1154 60 

矢立保育所 白沢字白沢１１３９番地４ 46-1860 35 

長木保育所 上代野字八幡岱４７番地 48-4808 86 

 

 

 

詳しい内容については、大館市子育て応援ポータルサイト「おおだて子育てねっと」などをご覧ください。 

（http://www.city.odate.lg.jp/kosodate/） 

 

 

認可外保育施設 

大館市 子ども課 子育て支援係 TEL.0186-43-7053 FAX.0186-42-0160 

〒017-0897 大館市字三ノ丸 103 番地 4 （大館市総合福祉センター 1 階） 

受入年齢について（令和３年度） 

入園児の 
生年月日 

※各施設の受入年齢

をご確認ください。 

【0 歳児】令和２年 4 月 2 日以降 

【1 歳児】平成３１年 4 月 2 日～令和２年 4 月 1 日 

【2 歳児】平成３０年 4 月 2 日～３１年 4 月 1 日 

【3 歳児】平成２９年 4 月 2 日～３０年 4 月 1 日 

【４歳児】平成２８年 4 月 2 日～２９年 4 月 1 日 

【５歳児】平成２７年 4 月 2 日～２８年 4 月 1 日 



 

  
＜入園申込について＞ 

教育認定・保育認定と利用可能な施設 

 
認定こども園・認可保育園・幼稚園・小規模保育・企業主導型保育施設・へき地保育所を利用する場合、 

認定を受ける必要があります。 

〔教育認定〕お子さんが満３歳以上で、こども園等での教育を希望される場合 

〔保育認定〕就労などの「保育を必要とする事由」（表１）に該当し、保育園等での保育を希望される場合 

※認定こども園は、保育園と幼稚園の機能を併せ持った施設です。 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

 大館市認定保育施設 

受入年齢 

教育認定 

認定不要 

 

 認可保育園・小規模保育 

認定こども園（保育時間）※ 

 
保育認定 

 幼稚園・へき地保育所 

 認定こども園（教育時間）※ 

【表１】「保育を必要とする事由」 

認可保育園・認定こども園・企業主導型保育施設で保育を希望する場合は、次のいずれかに 

該当することが必要です。 

保育を必要とする事由 保育を利用できる期間 

□就労（正社員、パート、自営業、農業など） 就学まで（有期契約かつ更新無の場合は、契約期間の月末まで） 

□求職活動（起業準備を含む） 開始から起算して９０日が属する月末まで（更新は１回のみ） 

□妊娠、出産 母子手帳交付～産後８週が属する月末まで 

□保護者の疾病、障害 診断書に記載されている期間の月末まで 

（障害者手帳等、期間がない場合は就学まで） 

□親族の介護・看護 診断書に記載されている期間の月末まで 

（障害者手帳等、期間がない場合は就学まで） 

□就学 在籍期間の月末まで 

□災害復旧 災害復旧にあたる期間の月末まで 

□育児休業（在園児のみ） 育児休業対象児童が１歳となる月末まで 

□虐待やＤＶのおそれがあること。その他、上記に類する状態として市町村が認める場合は個別に対応 

 

「保育時間」には「標準時間」と「保育短時間」があり、就労時間が短いかたなどは「短時間」と認定

される場合があります。「短時間」と認定される要件および利用時間等は、次のとおりです。 

〔 要 件 〕①就労、就学、介護・看護で、月４８～１２０時間未満 

（いずれかひとつ）②求職活動 

※要件に該当しない場合でも、希望すれば「保育短時間」の認定となります。 

※シフト等の関係で「標準時間」と認定される場合があります。 

〔利用時間等〕最長８時間となりますが、「保育標準時間」の認定よりも保育料が軽減されます。 

「保育時間」について（保育認定希望のかたのみ）※企業主導型保育施設を除く 

Ⓒ大館市 

 

 へき地保育所 

企業主導型保育施設 
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大館市 子ども課 子育て支援係 TEL.0186-43-7053 FAX.0186-42-0160 

〒017-0897 大館市字三ノ丸 103 番地 4 （大館市総合福祉センター 1 階） 

施設の利用 

【配布書類】 教育・保育支給認定申請書兼施設利用申込書、 

就労証明書・申立書※ 

【受付窓口】 子ども課、比内総合支所、田代総合支所 

 

入園手続きについて 

【配布書類】 各認定こども園・幼稚園の書類、 

教育・保育支給認定申請書兼施設利用申込書※ 

【受付窓口】 各認定こども園・幼稚園 

書類はホームページからダウンロードできます。 

子育て応援ポータルサイト「おおだて子育てねっと」 

http://www.city.odate.lg.jp/kosodate/ 

※就労証明書・・【表１】の就労に該当するかた 

 申立書・・・・【表１】の就労以外に該当するかた 

※就労証明書・申立書の提出対象者は、父母と同居

の６０歳未満の祖父母等です。 

※育児休業中に申し込むかたは、入園が決まった月内

に職場復帰することが必要となります。 

※申請書提出の際、窓口に来られた保護者の「マイナ

ンバーカード」または「個人番号通知カードと運転

免許証等」の提示が必要となります。 

 
保育認定（2・3号） 

希望のかた 

 

 

令和２年１１月２日（月）～ 

１１月３０日（月）まで 

   希望のかた 

 

 

 

認可保育園 希望のかた 

 

 

 
保護者と施設（事業者）の契約 保護者 

認定こども園 

▶利用調整（申請者の希望、施設の利用状況等に基づき調整） 

▶結果通知（内定または保留） 
大館市 

子ども課に入園申込 保護者 

大館市 （面談後）入園承諾通知 

 
教育認定（1号） 

希望のかた 

施設（事業者）に入園申込 保護者 入園審査・決定 施設 

保護者と施設の契約 保護者 

▼認定こども園・認可保育園・小規模保育 

▼認定こども園・幼稚園 

保留の場合 
引き続き利用調整を行います。（年度内） 
※入園が可能となった場合にお知らせします。 

内定の場合 

小規模保育 

令和３年４月入園申込受付 

※教育・保育支給認定申請書兼施設利用申込書は 

入園決定後、子ども課に提出してください。 

窓口に来られた保護者の「マイナンバーカード」または「個人

番号通知カードと運転免許証等」の提示が必要となります。 

※途中入園の申込は

入園希望月の前月 5

日までです。 

（例えば、９月入園希望

の場合は８月５日が締

切日です。） 

※通知送付は入園希望月の 2 週間前。 

ただし、４月入園については随時。 


