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体県立県北体育館黒黒羽庁舎

湯湯津上庁舎本本庁舎ト ピ ッ ク ス
新型コロナウイルス感染症の影響により掲載事業が中止・延期となる場合があります。新型コロナウイルス感染症の影響により掲載事業が中止・延期となる場合があります。
中止・延期の際は、市ホームページ・よいちメールなどでお知らせします。中止・延期の際は、市ホームページ・よいちメールなどでお知らせします。

　令和元年度より式の名称を「大田原市はたちの集い」
と変更し、これまで通り20歳の方を対象に開催します。
●日時…令和５年１月３日㊋　午前10時から
●場所…那須野が原ハーモニーホール
●対象者…平成14年４月２日～平成15年４月１日生ま

れで、大田原市はたちの集いに参加を希望する方

※令和４年11月１日現在市内に住民登録のあ る 方 に
は、11月中旬に案内状を郵送します。

※市内に住民登録のない方で参加を希望される方は、
12月２日㊎までに上記へ電話でお申し込みくださ
い。

大田原市はたちの集い（成人式）
　申生涯学習課　本４階
　０２８７（２３）２００５

本

天狗王国まつり開催
令和４年度八溝よさこいソーランまつり事業 　商工観光課　本４階 

　０２８７（２３）３１４５
本

⑥流し踊り会場　⑦踊り広場会場　⑧八溝山周辺地

域定住自立圏出店ブース　⑨産学官医連携ＰＲブー

ス　⑩味処ゆづかみ　⑪水遊マート　⑫白テント　

⑬喫煙ブース　⑭バス停　

●日時…９月 25 日㊐午前９時 30 分～午後８時（荒天時中止）
●場所…栃木県なかがわ水遊園特設会場
●内容
1下野 YOSAKOI 与一まつり（メイン会場）
　栃木県内のチーム以外にも、関東・東北各地など遠方か

らたくさんの団体が参加する栃木県最大のよさこいイベ
ントが、今回４年ぶりに開催されます。

　なお感染症対策として、観客席は飲料のみ持ち込み可能
とします。飲食可能な特別席（有料）もありますので、事
務局までお問い合わせください。

2まるごとマルシェ大田原
　「大田原ブランド」認定品をはじめ、地元の農畜産物を使

用した料理や、地元内外で親しまれている飲食店が多数
出店します。普段何気なく食べている食品の中には、地
元で生産されているものがたくさんあります。この機会
に大田原の「うんまい！」を再確認してみてはいかがで
しょうか。

3ちょこっとよりみち大田笑
　大田原市の「歴史文化遺産」や「八溝山周辺地域定住自立

圏」、「那須地域元気アップ協議会」、とうがらしや地酒・
味噌、ネイチャートレイルなど、周辺地域の名所・観光・
土産品をご案内します。

4大田原コーヒーピクニック
　大田原市内に人気の焙煎所やカフェが多いことから「コー

ヒーのまち大田原」をＰＲするため、県内のキッチンカー
が集合し、コーヒーの飲み比べができます。ぜひお気に
入りの一杯を見つけに来てみてはいかがでしょうか。

5フリーマーケット
●花火大会（午後７時から打ち上げ）
　お祭りのフィナーレにはなかがわ水遊園横、那珂川堤防

から花火が打ち上げられます。大田原市の夜空を彩る花
火大会をぜひお楽しみください。

　天狗王国まつり実行委員会（湯津上商工会）
　０２８７（９８）２５２７
　０２８７（９８）２７２０
　https://tenguoukoku.com/
※天狗王国まつりホームページからプロモーションビデオ

が閲覧できます。
※新型コロナウイルス感染症の影響によりイベント内容が

変更となる場合があります。
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令和５年度入園申込受付

●申込期間…10月３日㊊～31日㊊　※㊏㊐㊗を除く
　　　　　　入園のしおり、入園申込書類は【９月１日㊍】から次の受付場所で配布
●受付場所…保育課・湯津上支所・黒羽支所　※黒羽支所は書類の配布のみ
●申込方法…次の書類に必要事項を記入し、申込期間内に提出してください。

　保育園、認定こども園などで保育を希望する場合には、保育認定（２号認定・３号認定）を受ける必要があり
ます。認定を受けるには、次の❶～❽の「保育の利用を必要とする事由」のいずれかに該当することが必要です。

※産休・育休明けなどによる、令和５年度途中の入園を希望される場合も期間内に申し込みが必要です。

※２号認定、３号認定には、保護者の就労時間などにより、保育標準時間（11 時間）と保育短時間（８時間）の区
分が設けられます。保育短時間の方は、保育時間のうち、各園の定める８時間以内での利用となります。

■支給認定の区分
認定区分 対象 利用できる施設
１号認定 満３歳以上で教育（認定こども園）を利用希望する場合 認定こども園

２号認定 満３歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育園など
での保育を利用希望する場合 保育園、認定こども園

３号認定 満３歳未満で、保育の必要な事由に該当し、保育園など
での保育を利用希望する場合

保育園、認定こども園、地域型保育事業所
（定員19人以下の小規模保育施設）

❶ 1 か月あたり 64 時間以上の就労　❷妊娠・出産　❸保護者の病気や障害
❹親族の介護・看護　❺災害復旧　❻求職活動　❼就学　❽虐待・ＤＶ

保育園・小規模保育施設・認定こども園

種
別 保育園名 保育年齢 保育標準時間 延長保育

（㊊～㊎） 電話番号

公
立

しんとみ保育園（新富町） 生後６か月～

㊊～㊎７：30～18：30
㊏７：30～18：30 18：30～19：00

　（22）2402

すさぎ保育園（須佐木） 生後10か月～ 　（57）0329

私
　
立

みはら保育園（美原） 生後６か月～ 　（23）3882

保育園チャイルド（親園） 生後６週～ ㊊～㊎７：15～18：15
㊏７：30～18：30 18：15～19：15 　（28）7320

保育園ベビーエンゼル
（若松町） 生後２か月～ ㊊～㊎７：00～18：00

㊏７：30～18：00 18：00～19：00 　（22）8834

おおたわら保育園（住吉町） 生後８週～ ㊊～㊎７：15～18：15
㊏７：15～18：15

18：15～19：00

　（24）6616

かねだ保育園（中田原）
生後６か月～

㊊～㊎７：15～18：15
㊏７：00～18：00 　（22）2255

ひかりのざき保育園（薄葉） ㊊～㊎７：15～18：15
㊏７：15～18：15

　（46）5100

ひかり保育園（山の手） 生後６か月～２歳児 なし 　（46）5522

くろばね保育園（堀之内） 生後６か月～ ㊊～㊎７：30～18：30
㊏７：30～18：30

７：00～７：30
18：30～19：00

　（59）7055

ゆづかみ保育園（湯津上） 生後６か月～ 　（98）8101

★保育園　対象年齢：０～５歳

種
別 保育園名 保育年齢 保育標準時間 延長保育

（㊊～㊎） 電話番号

私
　
立

あさか保育園（浅香）
生後６か月～１歳児

㊊～㊎７：15～18：15
㊏７：00～18：00 18：15～19：00 　（22）0151 

ひかりうすば保育園（薄葉） ㊊～㊎７：15～18：15
㊏７：15～18：15 なし 　（29）1855

ポッポどおり保育園（紫塚）

生後３か月～２歳児

㊊～㊎７：30～18：30
㊏７：30～18：30 18：30～19：00

　（46）5800

大田原ベリーズ保育園（浅香） 　（22）6150

保育所みらい（若松町） ㊊～㊎７：15～18：15
㊏７：15～18：15 18：15～19：00

　（24）1177

にじいろ保育園（末広） 　（53）7222

★小規模保育施設　対象年齢：０～２歳　（卒園後は各事業所が設定する連携施設に転園できます。）

問保育課　本３階　　
　０２８７（２３）８７６９

本

✿教育・保育給付認定申請書（兼入所申込書）　✿家庭状況調書
✿就労証明書または自営業就労申出書　✿そのほか、それぞれの状況に応じた証明書　など

保育の利用を必要とする事由

必要書類

※各施設の電話番号は市外局番「０２８７」を省略しています。
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利用者負担額（保育料）のイメージ（令和５年度）
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令和４年度市民税額で算定 令和５年度市民税額で算定

　利用者負担額を算定するために、令和３年度、令和
４年度の市民税額の確認が必要となるので、申告を
されていない方はあらかじめ申告を行ってください。

※４月１日時点の年齢が３歳以上の全ての世帯の子ど
も、０歳～２歳の市民税非課税世帯などの子どもが
幼児教育・保育無償化の対象となり保育料が０円と
なります。

　マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請が可
能です。専用のＩＣカードリーダーを使用し、『マイナ
ポータル』から手続きをしてください。

認定こども園は、幼稚園と保育園の機能や特徴を併せ持ち、子育て支援も行います。

※０～２歳児は３号認定、３歳以上は２号認定、幼稚園を利用する場合は１号認定が必要です。

利用の流れ
教育の利用を希望
（１号認定）

保育の利用を希望
（２・３号認定）

認定こども園と契約 利用先決定

認定こども園に
直接利用を申し込む

市に対して
「保育の必要性」を申請

認定こども園から
入園の内定を受ける

保育園などの
利用希望を申し込む

認定こども園を通じて
支給認定を申請する

市から認定証が
交付される

市から認定証が
交付される

申請者の希望や
保育園の状況により
市が利用調整する

利用者負担額
●令和５年４月～８月は令和４年度の市民税額で算定
　した利用者負担額を納付

●令和５年９月以降は令和５年度の市民税額を基準
　に算定した利用者負担額を納付

★認定こども園　対象年齢：０～５歳
認定こども園名 認定区分 教育・保育年齢 教育・保育標準時間 延長保育（㊊～㊎） 電話番号

認定こども園  黒羽幼稚園
【幼保連携型認定こども園】（蜂巣）

１号（教育） ３～５歳 ㊊～ ㊏ 9：30 ～ 14：30 7：30～ 9：30
14：30～18：30 　（54）0471

２・３号（保育）生後８か月～ ㊊～ ㊏ 7：30 ～ 18：30 なし

野崎幼稚園  認定こども園
【幼稚園型認定こども園】（薄葉）

１号（教育） ３～５歳 ㊊～ ㊏ 10：00 ～ 14：00 7：30～10：00
14：00～18：30

　（29）0959
２・３号（保育）生後10か月～ ㊊～ ㊎ 7：30 ～ 18：30

㊏ 7：30 ～ 16：30 なし

国際医療福祉大学  金丸こども園
【幼保連携型認定こども園】（北金丸） ２・３号（保育）生後６か月～ ㊊～ ㊏ 7：30 ～ 18：30 18：30～19：30 　（48）6610

認定こども園  なでしこ幼稚園
【幼稚園型認定こども園】（小滝）

１号（教育） ３～５歳 ㊊～ ㊏ 9：30 ～ 14：30 7 ：20～ 9：30
14：30～18：20

　（23）3741
２・３号（保育）生後10か月～ ㊊～ ㊎ 7：20 ～ 18：20

㊏ 8：20 ～ 16：20 なし

聖家幼稚園  認定こども園
【幼稚園型認定こども園】（中央）

１号（教育） ３～５歳 ㊊～ ㊏ 10：00 ～ 14：00 8：30～10：00
14：00～18：30

　（22）3224
２号（保育） ３～５歳 ㊊～ ㊎ 7：30 ～ 18：30

㊏ 7：30 ～ 16：30 なし

認定こども園  ひかり幼稚園
【幼稚園型認定こども園】（山の手）

１号（教育） ３～５歳 ㊊～ ㊏ 10：00 ～ 14：00 7：30～10：00
14：00～18：00 　（23）5533

２号（保育） ３～５歳 ㊊～ ㊏ 7：15 ～ 18：15 なし

認定こども園  ふたば幼稚園
【幼保連携型認定こども園】（元町）

１号（教育） ３～５歳 ㊊～ ㊏ 10：00 ～ 14：00 8：00～10：00
14：00～18：30 　（22）5555

２・３号（保育）生後６か月～ ㊊～ ㊏ 7：30 ～ 18：30 なし

認定こども園  明星館幼稚園
【幼稚園型認定こども園】（八塩）

１号（教育） ３～５歳 ㊊～ ㊏ 10：00 ～ 14：00 8：00～10：00
14：00～18：30

　（54）2371
２号（保育） ３～５歳 ㊊～ ㊎ 7：30 ～ 18：30

㊏ 7：30 ～ 16：30 なし

電子申請をご利用ください

市民税の申告が必要です
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