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9月14日、鹿島アントラーズのホーム
タウン5市の交流試合に、潮来市か
ら12名の方が参加されました。

10月4日、かすみの郷運動公園において
議長杯グラウンドゴルフ大会が行われ、
450人の方が熱戦を繰り広げました。

市内在住の100歳を迎えた
方に市長から感謝状＆記
念品が贈呈されました。

ホームタウン・
グラウンドゴルフ大会

潮来市議長杯
グラウンドゴルフ大会
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敬老会に出席された米寿を迎えられたみ
なさん

潮来市敬老会

潮来市悠々塾
悠々塾は「ふれあい」「語り
合い」「学び合い」をモットー
に高齢者のための開かれた
大学塾として現在13の講座
を開催しています。
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平成32年４月の公立認定こども園移行に向けて準備をはじめます
潮来市の現状と経緯

公立認定こども園への移行について

　平成24年８月に「子ども子育て関連法」が可決・成立し、平成27年度から、「子ども・子育て支援新制度」
がスタートしました。潮来市では、子ども・子育て会議が設置され、会議の中では今後の保育・教育の見込
量等を審議して参りました。新制度の柱には、幼児期の教育・保育、地域の様々な子育て支援の拡充や質の
向上を進めるとともに、認定こども園の普及を目指し、環境を整備することが求められています。
　現在、本市においても幼保連携型認定こども園が８園となりました。このことにより、住み慣れた地域で
就学前まで一貫した保育・教育の環境が整いつつあります。
　そのような中で、女性の就業率の上昇による保育需要が伸びる一方で、幼稚園利用者が激減しておりま
す。平成30年９月現在、認定こども園等園児数は854人、幼稚園児数は41人となっています。
　公立幼稚園2園については、平成29年度の新入園児数が延方幼稚園６人、うしぼり幼稚園18人の状況を受
け、平成29年７月に教育委員会において、幼児期の集団形成と協働性の育ちのための公立幼稚園の適正規模
と最低人員（10人）に達しない場合の運営基準が設定されました。同時に公立幼稚園における長期休業中の
預かり保育を実施しましたが、平成30年度新入園児数は延方幼稚園5人、うしぼり幼稚園６人の状況となっ
ています。

　潮来市ではこれまでに「公立幼児施設のあり方」について度々関係機関との協議を重ねて参りましたが、
今後は市の運営基準に基づき平成32年4月に公立幼稚園２園と潮来保育所を統合再編し、潮来保育所を公立
認定こども園へ移行することを進めて参ります。

　認定こども園にすることで、公立幼稚園で培ってきた幼児教育
を引き継ぎながら、保護者の就労形態等の変更があっても、ひと
つの施設で「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえた
視点で子ども達を育みます。
　認定こども園となる潮来保育所周辺には、歴史あるすばらしい
景観の長勝寺、美しいあやめの咲く水郷潮来あやめ園がありま
す。潮来小学校とも隣接し、次代を担う子ども達の環境としてす
ばらしい立地となります。今後は潮来保育所の認定こども園に向
けての施設整備と併せて、公立の役割を明確にしながら、詳細に
ついて協議・実施して参ります。

公立幼稚園児数の推移

運営基準概要

幼稚園名 年　齢 定員(人) 27年度 28年度 29年度 30年度 定員充足率

延 方 幼 稚 園
4歳児 35 16 14 6 5 14.3%

5歳児 35 22 15 15 11 31.4%

うしぼり幼稚園
4歳児 35 21 19 18 6 17.1%

5歳児 35 21 20 21 19 54.3%

合　計 140 80 68 60 41 29.3%

（各年度5月時点）

下記の2項のうちいずれかに該当した場合、施設の統廃合を図る。

ア．平成30年度４歳児の応募園児数（１クラスあたり）10名未満
イ．平成30年度４歳児の応募園児数の両園合計　　　　30名未満

【お問合せ】子育て支援課　子育て支援グループ　☎ ６３－１１１１　内線３８６・３８８

潮来市立潮来保育所
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平成31年度幼稚園平成31年度幼稚園・・保育所保育所・・認定こども園認定こども園の園児募集の園児募集
　公立幼稚園、公立保育所、認定こども園に入園するためには、市から認定を受ける必要があります。認定
こども園に入園する場合、教育又は保育を必要とする事由のいずれかで認定を受けることになります。

【お問合せ】子育て支援課　子育て支援グループ　☎　６３－１１１１　内線３８６・３８８

▼市内の幼児施設について

▼市内公立幼稚園、公立保育所、認定こども園一覧　※募集人数は見込みのため変更となることがあります。

施　設 目的・内容（利用時間） 対象年齢 必要書類

公立幼稚園
小学校以降の教育の基礎を作ります。
（降園時間　午後２時、４時間の利用が標準）
※午後５時まで預かり保育有

4歳～5歳 ①支給認定申請書
②幼稚園入園申込書

公立保育所

就労等のため、家庭で保育ができない保護者
にかわって保育します。
（保育標準時間　最長11時間）
（保育短時間　　最長８時間）

1歳～

①支給認定申請書
②保育を必要とする理由の
　証明書
③保育所入所申込書
④家庭状況調査表

認定こども園

それぞれの機能や特徴を併せ持ち、地域の子
育て支援事業も行います。
（教育認定　幼稚園と同じ）
（保育認定　保育所と同じ）

（教育認定）　3歳～
（保育認定）　0歳～

（教育認定）幼稚園と同じ
（保育認定）保育所と同じ

施　　　設 定　員 募集見込数 住所・TEL 受付期間 申込書配布・提出場所

幼　

稚　

園

公　

立

延方幼稚園 ７０ 4歳児35人
5歳児30人

小泉2090
☎66-2533 11月1日（木）～

30日（金）

【配布】施設・
子育て支援課
【提出】施設うしぼり幼稚園 ７０ 4歳児35人

5歳児29人
堀之内984-1
☎64-5766

・給食代月額　4,110円　・送迎代月額　往復 3,000円　（希望者のみ）
・平成31年度のみの運営となります。４歳児は、平成31年度の1年のみの保育となります。
施　　　設 認可定員 募集見込数 住所・TEL 受付期間 申込書配布・提出場所

保
育
所

公
立 潮来保育所（1歳～） ９０ 保育20人 潮来471

☎62-3438
11月1日（木）～
30日（金）

【配布・提出】
施設・子育て
支援課

認

定

こ

ど

も

園

私　
　
　
　

立

スサキ認定こども園
（6ヶ月～） １１５ 教育 0人

保育45人
洲崎3861-3
☎66-3584

（教育認定）
受付期間は施設
によって異なり
ますので、直接
施設にお問合せ
ください。

（保育認定）
11月1日（木）～
30日（金）

【配布】
施設・子育て
支援課

【提出】
（教育認定）
施設

（保育認定）
施設・子育て
支援課

認定こども園しらほ園
（産休明～） １００ 教育 6人

保育10人
大生1106-4
☎67-5620

認定こども園日の出こども園
（6ヶ月～） １０５ 教育 5人

保育15人
日の出7-15-18
☎66-1133

認定こども園うしぼり園
（産休明～） １０５ 教育10人

保育15人
上戸1899
☎64-2337

かすみ認定こども園
（産休明～） ８０ 教育 5人

保育11人
牛堀709
☎64-5082

認定こども園慈母学園
（6ヶ月～）

１７０ 教育10人
保育25人

日の出4-7
☎66-0624

認定こども園こひつじ園
（産休明～） １２３ 教育15人

保育20人
須賀南135
☎80-1333

認定こども園潮来こども園
（6ヶ月～） ８５ 教育12人

保育15人
潮来266-1
☎62-2437

※幼稚園、保育所、認定こども園の保育料はお子さんの年齢と保護者等の市町村民税所得割額により計算されます。
※市外の施設を希望する場合は、お早めに子育て支援課へご相談ください。
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　医療福祉制度（マル福）は健康保険で医療機関などにかかった医療
費の一部負担金を助成する制度です。

▼申請対象　 16歳から18歳までのお子さん（潮来市に住民登録のあ
る、平成12年４月２日から平成15年４月１日生まれの
方で就学・就職・婚姻しているか否かは問わず）

▼申請方法　通知と申請書を８月中旬に郵送しております。
　　　　　　 申請書に必要事項を記入の上、お子さんの保険証の写し

を添えて返信ください。
　　　　　　 申請書が届いていない、紛失した方は市民課までお問合

せください。
＊ 潮来市へ転入された年月によっては課税（所得）証明書が必要にな
る場合があります。
＊10月以降の申請の場合、受給開始期間は申請月からとなります。
＊ 中学３年生までの小児・ひとり親・障がい者マル福を受給されてい
るお子さんは手続きは
　必要ありません。

【お問合せ】市民課 保険年金グループ ☎63-1111
　潮来市HP　ホーム > 子育て・教育 > 医療福祉（マル福）

詳しくはこちらへ！

詳しくはこちらへ！
【お問合せ】子育て支援課　☎63-1111　内線388
　潮来市HP　ホーム > 子育て・教育 > 子育て・教育のお知らせ > 
【未婚のひとり親のご家庭へ】児童手当における寡婦（夫）控除のみなし適用について

10月から小児マ
ル福が18歳まで
拡大されました

手続きはお済ですか？

未婚のひとり親家庭の児童手当に

寡婦（夫）控除のみなし適用を行います 
　ひとり親家庭の経済的な負担軽減のため、婚姻歴のないひとり親家庭にも児童手当の所得額の
算定において寡婦（夫）控除のみなし適用を実施します。対象となる方は申請をお願いします。
　申請方法については、子育て支援課までお問合せください。

▼対象となる方
1 　婚姻歴のない母で、生計を一にする子がいるもの【寡婦控除】
2　 婚姻歴のない母で、扶養親族とする子がおり、かつ、合計所得金額が500万円以下であるも
の【特定寡婦控除】

3　 婚姻歴のない父で、生計を一にする子がおり、かつ、合計所得金額が500万円以下であるも
の【寡夫控除】

＊ 「子」とは、他の者の控除対象配偶者や扶養親族となっていない20歳未満の子であり、総所得
金額が38万円以下のもの
＊ みなし適用を行う前の所得が所得制限限度額未満であるときは、支給額は変わりません。


