
〜平成 26 年 4 月からの保育園への入所についてご案内します〜

保育園 入所案内平成 26 年度

子育て支援課�保育担当　内線 268問合せ

住民参加推進課�交通防災担当　内線 288問合せ

埼玉東部消防組合�杉戸消防署
管理指導課指導係　☎ (33)�6011

問合せ

   保育料について
　保育料は、入所する児童と同一世帯に属し生計を同じくする父母、およびそれ以外の扶養義務者（家計の主宰者）
の前年の所得に対する所得税額（平成 22 年度税制改正による扶養控除見直し前の旧所得税額）に応じて、第 1階
層から第 12 階層に区分されます。
　下表の保育園は、町立・私立とも同一料金です。

区 分 保　育　園　名 定 員 所  在  地 電話番号

町�立

�泉保育園 100 名 �大字宮前 75 番地１ (38)�0621

�内田保育園 70 名 �内田 3丁目 16 番 16 号 (34)�9416

�高野台保育園 100 名 �高野台南 2丁目８番地 (31)�2501

私�立

�社会福祉法人ケアネット�わかば保育園 60 名 �大字倉松 700 番地 (34)�8474

�社会福祉法人相模会�高野台こどもの家保育園 60名 �高野台西 1丁目 3番地 2 (31)�0018

�NPO法人�双葉保育園 20 名 �大字下高野 2753 番地 (33)�9386

放課後児童クラブ
入室案内

�放課後児童クラブ　☎ (33)�5954
（事務局 :内田放課後児童クラブ内）

問合せ

　放課後児童クラブは、留守家庭の児童の健全育成
を図るために運営されています。平成 26年度の放課
後児童クラブ入室申請書を、以下のとおり配布します。
配布期間　11月 11 日㈪～ 25 日㈪
　　　　　※日・祝日を除く
　　　　　13時～ 18 時（16 日㈯は 9時～ 15 時）
配布場所　町内の各放課後児童クラブ（右表参照）
対象学年　小学1～4年生（平成26年4月1日現在）
保 育 料　1か月�6,000 円

配布期間　11 月 11 日㈪～ 25 日㈪　※土・日 ･祝日を除く
　　　　　※受付期間は、申請書配布時にお知らせします。（1月上旬の予定）
　　　　　9 時～ 17 時
配布場所　子育て支援課、および町内の各保育園（下表参照）
入所年齢　満 6か月から就学前まで　※内田保育園のみ満 2歳から就学前まで
見学期間　配布期間と同じ（必ず見学してください）
　　　　　※�事前に保育園に連絡し、母子健康手帳を持参のうえ、入所希望の児童を必ず同伴してください。

   入所資格
◇�児童の保護者、および同居者のいずれもが日中に就労しているため、家庭で保育ができない
◇�母親の妊娠・出産等で、家庭での保育ができない
◇�児童の保護者が病気・負傷・心身障がいがあるため、家庭で保育ができない
◇�児童の家庭に介護を要する同居者がいるため、家庭で保育ができない�など

　保育園は、児童福祉法に基づき、就労や疾病等により家庭で保育ができない乳幼児を、保護者に代わって保
育することを目的とした児童福祉施設です。入所希望者が定員を上回る場合は、町条例に基づく入所選考を実
施します。申込順や抽選ではありません。

（幼稚園の入園資格とは異なります。集団生活を経験させたいなどの理由では入所できません。）

　現在、児童が保育園に入所している方で、平成 26 年度も継続して入所を希望する場合は、保育園から配布され
る案内をご確認のうえ、入所継続書類を入所している保育園へ直接提出してください。

- 平成 26 年度 -

ク ラ ブ 名 定員 所 在 地 電話番号

中央放課後児童クラブ 60名
大字倉松�600番地1
(杉戸第二小学校内)

(34)�8895

泉放課後児童クラブ 30名
大字宮前�1番地1
(泉小学校内)

(38)�4305

内田放課後児童クラブ 60名 内田�2丁目9番28号
(杉戸小学校内)
※放課後児童クラブ事務局

(33)�5954
内田第2放課後児童クラブ 45名

南放課後児童クラブ 30名
大字堤根�2777番地
(杉戸第三小学校敷地内)

(33)�5887

高野台放課後児童クラブ 60名
高野台西�5丁目16番地
(高野台小学校内)

(32)�7156

西放課後児童クラブ 60名
高野台南�5丁目1番地1
(西小学校敷地内)

(32)�7844

杉戸第三小学校地区合同防災訓練を実施します

　「住宅火災」での死者数は、全
国で毎年 1,000 人を越えていま
す。その主な原因は、逃げ遅れ
です。住宅用火災警報器は火災
の熱や煙を早期に感知して、あ
なたや家族
の命を守り
ます。

住宅用火災警報器を
設置しましょう !!

　　　　　　○ 寝たばこは絶対にしない。

　　　　　　○ ストーブは燃えやすいものから離して使用する。

　　　　　　○ ガスコンロから離れるときは必ず火を消す。

　　　　　　○  逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。

　　　　　　○  寝具、衣類、カーテンからの火災を防ぐために
　　　　　　　 防炎品を使用する。

　　　　　　○  火災を小さいうちに消すために住宅用消火器等を設置する。

　　　　　　○  お年寄りや身体の不自由な方を守るために、
　　　　　　　 隣近所の協力体制をつくる。

3 つの習慣

4 つの対策

場 所 訓 練 内 容　※雨天時は体育館のみで行います

校　庭

起震車体験、初期消火訓練、大声だし訓練、煙体験、

発電機操作訓練、仮設トイレ設営訓練、

ロープ結索訓練、救出資機材活用訓練、避難訓練、

土のう積み訓練、炊き出し訓練�など

体育館

救命救護訓練、搬送訓練、災害時伝言ダイヤル実演、

防災への取組み紹介、耐震診断相談コーナー、

防災グッズ展示�など

　毎年、11 月 9日から 15 日までは、全国一斉「秋の火災予防運動」
週間です。これからの季節、暖房器具など火を使用する機会が増
えます。火災原因の多くは、「ちょっと離れただけ」「ついうっかり」
といった些細なこと。この小さな油断が、大切な財産、時には命
も奪ってしまいます。
　火災予防運動を機に、家庭での防火対策を再確認してください。

全国一斉
「秋の火災予防運動」

日時　11月 30 日㈯　9時 30 分～

場所　杉戸第三小学校�校庭・体育館
※�駐車場に限りがありますので、杉戸第三
小学校地区の方は徒歩、または自転車で
お越しください。杉戸第三小学校地区以
外の方は、南グラウンド、南公民館、ア
グリパークゆめすぎと北駐車場（砂利敷
駐車場）をご利用ください。

その他　�事前申込不要
　　　　（どなたでも参加できます）

　8 時 30 分に杉戸第三小学校地区の防災行政無線にて、
「シェイクアウト訓練」の開始を告げる放送を流します。
　「シェイクアウト訓練」とは、地震災害発生時に身を守
るための訓練です。

①ドロップ：姿勢を低く！
②カバー：体・頭を守って！
③ホールド・オン：揺れが収まるまでじっとして！

安全行動の 1 - 2 - 3

住宅防火　命を守る 　　のポイント！
― 3 つの習慣・4 つ対策 ―
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