
　市内にある保育園や幼稚園、
こども園、地域型保育事業所、
放課後児童クラブと働きたい
人をつなぐ「守山市つなぐ保
育人材バンク」の一環として、
仕事の相談・紹介を行います。
　お子さまと一緒でもゆっく
り相談できるよう、キッズ
コーナーも設置します。キッズコーナーではハンドベルや楽器の
演奏、大型絵本の読みきかせなどのお楽しみタイムも設けます。
時 8月29日（木)午前10時～午後4時（キッズコーナーのお楽しみ

タイムは午前11時～11時40分、午後2時30分～3時10分)
所 市立図書館　多目的室
他 キッズコーナーはお楽しみタイム以外も自由に遊べます。
問 保育幼稚園課
　☎・有（582）1129　5（582）1138

「保育のお仕事相談＆紹介のひろば」開催
人権政策課からお知らせ

全国一斉
「子どもの人権110番」

強化週間

受付期間　９月7日(土)～13日(金)
　　　　　 ※７日(土)、８日(日)も受け付け

時・所
　平日  時午前９時～午後５時 
　　　  所保育幼稚園課　
　土・日曜日 時午前10時～午後４時
　　　　　　 所市役所東棟１階
対 生後６ヵ月(一部生後57日目または生後

３ヵ月)～就学前（一部２歳児)の児童
持 入園申込書、教育・保育給付認定申請書、

印鑑（認印可)、そのほか必要な証明書(就労
証明書など)、申込者の個人番号(マイナン
バー)カードまたは通知カードおよび運転
免許証など顔写真付きの本人確認ができる
書類

園名（所在地） 電話番号 定員（人）

公
立

守山保育園（勝部一丁目） ☎（582）2349 110
吉身保育園（吉身二丁目）

☎（582）4477
150

吉身保育園（分園）（吉身三丁目） 25
玉津こども園（長時部）（赤野井町） ☎（585）0202 165
浮気保育園（浮気町） ☎（583）2790 150
小津こども園（長時部）（欲賀町） ☎（585）3666 90
中洲こども園（長時部）（幸津川町） ☎（585）2454 65

私
立

ひなぎくこども園（長時部）（今浜町） ☎（585）1177 215
はすねだこども園（長時部）（川田町） ☎（583）5230 180
カナリヤ保育園（守山二丁目）

☎（583）5460
300

カナリヤ保育園（分園）（梅田町） 30
若鮎保育園（下之郷町） ☎（583）7860 120
カナリヤ第二保育園（下之郷三丁目） ☎（581）8128 30
速野カナリヤこども園（長時部）（木浜町） ☎（585）7240 90
もりの風こども園（長時部）（勝部三丁目） ☎（582）8202 90
ふるたか虹のはし保育園（古高町） ☎（514）3888 204

（仮称）滋賀短期大学附属すみれ保育園（三宅町） 未決定 120（予定）

小
規
模
保
育
所

こすもす保育園（吉身二丁目） ☎（516）6225 19
さくらっこ守山小規模保育園（守山四丁目） ☎（598）6702 19
フェリーチェ荒見保育園（荒見町） ☎（575）3592 19
くらら保育園（守山六丁目） ☎（581）8787 19
ひだまり保育園守山園（播磨田町） ☎（582）8333 19
みらいすこやか保育園（吉身二丁目） ☎（514）0038 19
もりやまナーサリー（吉身一丁目） ☎（514）3121 12

事
業
所
内

保
育
所

保育所かりん（立田町） ☎（599）0539 14
キッズルームこすもす（新庄町） ☎（585）1739 12

家
庭
的
保
育
室

すまいるるーむ（播磨田町） ☎（516）4353 5
ふゅーちゃー（吉身五丁目） ☎（598）1035 5
ぴっころ（勝部一丁目） ☎（509）9750 5
はぐ・ＨＵＧ（水保町） ☎（585）8902 5
ななくさ（守山五丁目） ☎（596）3224 5

問保育幼稚園課　☎・有（582）1129　5（582）1138

受付期間　９月2日(月)～8日(日)
　　　　　 ※７日(土)、８日(日)も受け付け
時・所
　公立園
　　平日 　時午後２時～４時　所各幼稚園・こども園　
　　休日　　　　 時午前10時～午後４時　所市役所東棟１階
　私立園
　　平日 　時午前９時～午後５時　所保育幼稚園課
　　休日　　　 　時午前10時～午後４時　所市役所東棟１階
※ もりの風こども園(短時部)は、直接、園で受け付けます。ま

た、同園の受付は、９月８日(日)は行いません。
対平成29年４月１日以前に生まれた幼児
持 入園申込書、教育・保育給付認定申請書、印鑑（認印可)、申込者の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カー

ドおよび運転免許証など顔写真付きの本人確認ができる書類
　注意事項　 通園区域は、市内全域としますが、小学校通学区域の幼児の就園を優先します。もりの風こども園は、

守山・物部小学校区域の幼児の就園を優先します。

◎については、長時部の募集人員によって変動があるため、お問い合わせください。
※については、７月１日時点で進級児により定員に達しているため、募集は行いません。

園名（所在地） 電話番号
定員（人）（進級児を含む）

3歳児 4歳児 5歳児

公
立

守山幼稚園 （勝部一丁目） ☎（582）2165 75 105 105
物部幼稚園 （二町町） ☎（583）9551 50 70 70
吉身幼稚園（吉身三丁目） ☎（583）6202 75 105 105
立入が丘幼稚園（立入町） ☎（581）0088 50 70 70
小津こども園（短時部）（欲賀町） ☎（585）0226 35 35◎ 35◎

玉津こども園（短時部）（赤野井町） ☎（585）0202 20 20◎ 20◎

河西幼稚園（今市町） ☎（582）4447 70 70 70
速野幼稚園（水保町） ☎（585）1175 50 70 70
中洲こども園（短時部）（幸津川町） ☎（585）2454 10 15◎ 15◎

私
立

はすねだこども園（短時部）（川田町） ☎（583）5230 25 30 30
速野カナリヤこども園（短時部）（木浜町） ☎（585）7240 25 25 25
ひなぎくこども園（短時部）（今浜町） ☎（585）1177 10 15 15
もりの風こども園（短時部）（勝部三丁目） ☎（582）8202 45 45※ 45※

　入園申込書および教育・保育給付認定申請書を入れた「入所のしおり」を配布します。
　保育園と幼稚園の二重申し込みはできません。定員は引き続き入所する園児を含むため、実際の新規募集
人数とは異なります。
しおり配布開始日　8月19日(月)　
しおり配布場所　 保育幼稚園課、各幼稚園、各保育園、各こども園、各地区会館、すこやかセンター、ほほ

えみセンター、図書館、駅前総合案内所、あまが池プラザ 

幼稚園・こども園（短時部）

保育園・こども園（長時部）

個人番号(マイナンバー)の
記入と本人確認について

　子ども・子育て支援法施行規則の一部改正な
どにより、申込みの際、申込書に個人番号を記
入いただき、申込者への本人確認(番号確認お
よび身元確認)をさせていただきます。記入い
ただくのは、保護者、入所を希望される児童、
世帯員、祖父母(別居は除く)などの、原則的に
全員となりますので、申し込み前にあらかじめ
ご確認ください。

令和2年度幼稚園・保育園・こども園
入園受付開始

　人権擁護委員および法務局職員がいじめ、体
罰、不登校、虐待などの相談をお受けします。
時8月29日（木)～9月4日（水)
　午前8時30分～午後7時
　（ただし、土・日曜日は午前10時～午後5時)
設置電話　フリーダイヤル0120（007)110
　　　　　（子どもの人権110番)
他 期間外も平日（午前8時30分～午後5時15

分)に電話相談可。
問 大津地方法務局人権擁護課　
　☎（522）4673
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時日時 所場所 内内容 講講師 対対象 定定員 ￥費用 持持ち物 申申込方法 他その他 問問い合わせ 有有線電話


