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新型コロナウイルス感染拡大の状況により、本紙に掲載した内容は、中止または延期する場合があります。あらかじめご了承ください。

特集
広報さんむって誰が配っているの？



2広報さんむ
2021.11月

こども園（短児部）・幼稚園
市内に住所があり、次の年齢に該当する幼児
　●３歳児　平成30年４月２日～平成31年４月１日生まれ
　●４歳児　平成29年４月２日～平成30年４月１日生まれ
　●５歳児　平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれ
　　※なんごうこども園は４歳児からの入園となります。

①募集案内・申込書類の配布
　期間・時間　11月１日㈪～（土曜・日曜日・祝日除く）午前９時～午後５時
　場所　子育て支援課（市役所１階）・公立こども園・公立幼稚園
　　　　※募集案内・申込書類は市ホームページでダウンロードできます。
②申込受付
　期間　12月１日㈬～12月10日㈮
　・各園の指定日に都合がつかない方は、指定なしの日にお越しください。
　・�入園は先着順ではありません。募集人数が定員を超えた場合は、抽選のうえ入園
予定者を決定します。

　・�郵送でも受け付けします。提出書類をすべてそろえて申込受付期間内に郵送して
ください。詳しくは、市ホームページをご確認ください。

〈令和４年度入園希望の全ての方へ〉
●�面接では、家庭状況などをお尋ねします。必ず、入園を希望されるお子さんと保護者が第１希望の施設の
会場へお越しください。
●�現在、入園待機になっている方も新たに申し込みが必要です。希望者が多い場合は、希望する施設に入園
できないことがありますので、予めご了承ください。
●現在入園中の方は今回の申し込みは必要ありませんが、継続入園のための現況調査を行います。
●�市外の保育施設の場合、希望する自治体の申請期限等をご確認のうえ、子育て支援課へご相談ください。
●令和４年１月から３月の入所を希望する方の受け付けは12月10日㈮までです。

③面接
施設名 電話番号 受入年齢 面接日時 場所

なるとうこども園 0475（82）1355 ３歳児から 令和４年１月20日㈭
時間等詳細に
つきましては、
申請書類提出
時に別途ご案
内いたします。

各こども園
なんごうこども園 0475（82）2689 ４歳児から 令和４年１月14日㈮
しらはたこども園 0475（82）1755 ３歳児から 令和４年１月18日㈫
まつおこども園 0479（86）2300 ３歳児から 令和４年１月21日㈮
おおひらこども園 0479（86）3456 ３歳児から 令和４年１月13日㈭
日向幼稚園 0475（88）0624 ３歳児から 令和４年１月19日㈬ 日向幼稚園

園 格入 資

込 法申 方

令和４年度
入園申し込み

　子育て支援課
　☎0475（80）2632

申込受付日程表
受付時間 日時 受付時間 受付場所

指定なし
12月 １日㈬

午前9時～午後5時
山武市役所
第２会議室

12月 ２日㈭
12月 ３日㈮

しらはたこども園 12月 ６日㈪
まつおこども園 12月 ７日㈫
なんごうこども園 12月 ８日㈬
おおひらこども園 12月 ９日㈭
なるとうこども園

12月10日㈮
午前9時～午後1時

日向幼稚園 午後 1　 ～ 　 ５時
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こども園（長児部）・保育園・地域型保育施設

※蓮沼保育園は、申し込み受け付けと面接を同時に行いますので、お子さまと一緒にお越しください。
③面接
　●こども園・私立保育園

　●地域型保育施設

申込受付日程表
入園希望施設 日時 受付時間 受付場所

日向保育園 12月� 1日㈬

午前9時～午後5時 山武市役所
第２会議室

若杉保育園 12月� 2日㈭
なるとうこども園 12月� 3日㈮
しらはたこども園 12月� ６日㈪
まつおこども園 12月� ７日㈫
なんごうこども園

12月� ８日㈬
蓮沼保育園※ 午前９時３0分～１１時３0分 蓮沼出張所
おおひらこども園

12月� ９日㈭
午前9時～午後5時 山武市役所

第２会議室
五反田こどもの家
キッズアップ
指定なし 12月�10日㈮

施設名 電話番号 受入年齢 面接日時 場所
なるとうこども園 0475（82）1355

生後６カ月
～
就学前

令和４年１月20日㈭

時間等詳細に
つきましては、
申請書類提出
時に別途ご案
内いたします。

各こども園
なんごうこども園 0475（82）2689 令和４年１月14日㈮
しらはたこども園 0475（82）1755 令和４年１月18日㈫
まつおこども園 0479（86）2300 令和４年１月21日㈮
おおひらこども園 0479（86）3456 令和４年１月13日㈭
日向保育園 0475（88）2505 生後57日目

～
就学前

令和3年12月22日㈬
さんぶの森
交流センター
あららぎ館若杉保育園 0475（80）9052

蓮沼保育園 0475（86）2193 令和３年１２月８日㈬　午前９時３0分～１１時３0分 蓮沼出張所

施設名 電話番号 受入年齢 面接日時
五反田こどもの家 0479（74）8601 6カ月～ 3歳未満 面接については、入園希望者に別途ご案

内いたします。キッズアップ 0475（82）0866 3カ月～ 3歳未満

園 準入 基

込 法申 方

こども園（長児部）・保育園は、保護者の就労や病気などの理由により、お子さんをご家庭で保育すること
ができない場合に、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。ご家族の中に保育できる方がいる場合
や、入学準備・しつけ・集団生活に慣れさせるためなどの理由だけでは、こども園（長児部）および保育園
に入園することはできません。

①募集案内・申込書類の配布
　期間・時間　11月１日㈪～（土曜・日曜日・祝日除く）午前９時～午後５時
　場所　子育て支援課（市役所１階）・公立こども園・私立保育園
　　　　※募集案内・申込書類は市ホームページでダウンロードできます。
②申込受付
　期間　12月１日㈬～12月10日㈮
・入園申し込みは先着順ではありません。
・各園の指定日では都合がつかない方は、指定なしの日にお越しください。
・�郵送でも受け付けします。提出書類をすべてそろえて申込受付期間内に子育て支援課へ郵送してくださ
い。詳しくは、市ホームページをご確認ください。
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令和３年山武市議会第３回定例会において、監査委員
の選任が提案され、監査委員に鈴木正美氏（津辺）が、議
会の同意を得て選任されました。

鈴
すず

木
き
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美
み

　氏

監査委員の選任

叙勲 表彰

T　総務課　　☎0475（80）1117

ＳＤＧｓに係る協定を締結
～持続可能なまちづくりを目指して～

ゼロカーボンシティ宣言都市さんむ
日常生活でできる取り組みを紹介します

株式会社千葉銀行および株式会社ちばぎん総合研
究所と「ＳＤＧｓの推進に係る連携協定」を締結しま
した。ＳＤＧｓの推進に向けては多くの方々と連携
し、『オール山武』で取り組んでいく必要があります。
千葉銀行の持つノウハウや市内事業者とのつな
がりを活かし、市民や事業者等の方々のＳＤＧｓ
への理解を深め、取り組む際の後押しとなる制度
を構築していきます。� （10月 14日）

一人一人が地球温暖化問題に関心を持ち、身近にできることから実践しましょう。

エアコンの省エネ行動 CO２削減量
（年間）

暖房温度を21℃から20℃に設定
（外気温度6℃、エアコン（2.2kW）
を112日間（1日9時間）使用）

25.9kg

暖房時の工夫

・こまめにエアコンフィルターを清掃。
・ドアや窓の開閉は少なく。
・窓には厚手のカーテンを使用。
・�エアーサーキュレーターを使用し、
　暖まった空気を循環。

高齢者叙勲　瑞宝単光章
郵政事業功労

産科医療功労者厚生労働大臣表彰
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元 特定郵便局長 現（地独）さんむ医療センター　助産師


