
 

 

 

  

  13 市内認可保育所等の一覧 
 

市立保育園 

市立保育園が第一希望の場合は市に直接申し込んでください。 

保育園名 
保原保育園 

本園 分園 

所在地 保原町字東台後 80番地 1 保原町字西町 116番地 

電話番号 ５７６－２５７８ ５７６－６１１５ 

年齢要件 生後 2ヶ月から就学前まで 
0歳児 

（生後 2 ヶ月から 6 ヶ月まで優先）  

定

員 

0歳   6名 ※1 12 名 

1歳 
48名 

 

2歳 

3歳 

46名 4歳 

5歳 

開園時間 7:00～19:00 

保

育

時

間 

標準時間 7:00～18:00 

短時間 8:00～16:00 

休園日 日曜日・祝日・年末年始 

特

別

保

育 

延長 

【保育標準時間】  18:00～19:00 （月額：2,000円 日額：100円） 

【保育短時間】 朝： 7:00～ 8:00 （月額：2,000 円 日額：100円） 

 夕： 16:00～19:00 （月額：4,000 円 日額：200円） 

障がい児 ○ ○ 

一時 

満 1 歳以上児（離乳完了後）～※2 

 

月～金（祝日は除く） 

8:15～17:30 

利用料 

［4 時間超］1,500 円 

［4 時間以内］1,000 円 

その他 - - 

※1 保原保育園の 0歳児に申し込んだ場合、保原保育園分園に入園決定する場合があります。 

※2 詳細は園にご相談ください。 

 

 



 

 

 

私立保育園 

 

私立保育園が第一希望の場合は市に直接申し込んでください。 

保育園名 梁川保育園 梁川中央保育園 ふれ愛保育園 

所在地 
梁川町 

字中久保 32番地 1 

梁川町 

字内町 41 番地 1 

梁川町 

字上町 9番地 

電話番号 ５７７－０１４２ ５７７－０１５６ ５９７－８０７７ 

年齢要件 生後 2ヶ月から就学前まで 

定

員 

0歳 9名 15名 20名 

1歳 
36名 35名 20名 

2歳 

3歳 

45名 60名 20名 4歳 

5歳 

開園時間 7:00～19:00 

保

育

時

間 

標準時間 7:00～18:00 

短時間 8:00～16:00 

休園日 日曜・祝日・年末年始 年末年始 日曜・祝日・年末年始 

特

別

保

育 

延長 

【保育標準時間】  18:00～19:00 （月額：2,000 円 日額：100円） 

【保育短時間】 朝： 7:00～ 8:00 （月額：2,000 円 日額：100円） 

 夕： 16:00～19:00 （月額：4,000 円 日額：200円） 

障がい児 ○ ○ ○ 

一時 

6 ヶ月以上児～ 

月～土（祝日は除く） 

8:00～18:00 

※1 日、8 時間までの利用 

※1 か月、12 日までの利用 

なし なし 

利用料 

【1 歳未満児】 

［半日］  850 円 

［1 日］1,500 円 

【1 歳以上児】 

［半日］  700 円 

［1 日］1,000 円 

※半日=4 時間まで 

その他 - 休日保育 

病児・病後児保育 

（就学前児童対象） 

注：0歳児は除く 



 

 

 

市立認定こども園 

 

市立認定こども園が第一希望の場合は園に直接申し込んでください。 

※ 詳細は各園にご相談ください

認定こども園名 梁川認定こども園 月舘認定こども園 

所在地 梁川町字山城舘 7 番地 1 月舘町月舘字関ノ下 8番地 2 

電話番号 ５７７－０３１１ ５７２－２３３１ 

年齢要件 生後 2ヶ月から就学前まで 

定

員 

0歳 6名 6名 

1歳 
30名 18名 

2歳 

3歳 ［1号認定］90 名 

［2号認定］90 名 

3 歳以上はクラス編成のため、 

生年月日：Ｈ27.4.2～Ｈ30.4.1 を対象 

［1号認定］45 名 

［2号認定］30 名 

3 歳以上はクラス編成のため、 

生年月日：Ｈ27.4.2～Ｈ30.4.1 を対象 

4歳 

5歳 

開園時間 7:00～19:00 

教育標準時間（１号） 8:15～13:30 

保育時間    ［標準時間］7:00～18:00 ［短時間］8:00～16:00 

休

園

日 

1号認定 土曜日・日曜日・祝日・年末年始・長期休業期間（夏・冬・春） 

2・3号認定 日曜日・祝日・年末年始 

特

別

保

育 

預
か
り(
１
号) 

平日 

早朝 
預かり 

［時 間］7:00～8:15 ［利用料］日額 100円 

通常 
預かり 

［時 間］13:30～19:00 ［利用料］日額 450円 

土曜 

日等 

※ 

早朝 
預かり 

［時 間］7:00～8:15 ［利用料］日額 100円 

通常 
預かり 

［時 間］8:15～19:00 ［利用料］日額 450円 

 ※土曜日等・・・土曜日、長期休業期間、代休日、週休日の振替日 

延長 

【保育標準時間】  18:00～19:00 （月額：2,000 円 日額：100円） 

【保育短時間】 朝： 7:00～ 8:00 （月額：2,000 円 日額：100円） 

 夕： 16:00～19:00 （月額：4,000 円 日額：200円） 

障がい児 ○ ○ 

一
時 

年齢要件 満 1歳以上児（離乳完了後）～※ 

実施日・時間 月～金（祝日は除く）8:15～17:30 

利用料 ［4時間超］1,500 円 ［4時間以内］1,000 円 

その他 連続して週 4日以上の利用は、お断りする場合があります。 

その他 
病後児保育（就学前児童対象） 

注：0歳児は除く 
- 



 

 

 

私立認定こども園 

私立認定こども園が第一希望の場合は園に直接申し込んでください。 

認定こども園名 認定こども園大田 認定こども園上保原 霊山三育認定こども園 認定こども園 伊達こども園 幼保連携型認定こども園神愛幼稚園 

所在地 保原町大泉字前原内 246番地 1 保原町上保原字上ノ原 22 番地 2 霊山町掛田字北谷津 7番地 3 伊達市中道 10番地 霊山町掛田字辻向 6番地 1 

電話番号 ５２９－７６１１ ５７３－０９２７ ５８６－３３１９ ５８３－２３５５ ５８６－１２１５ 

年齢要件 生後 2ヶ月から就学前まで 生後 2ヶ月から就学前まで 生後６ヶ月から就学前まで 

定員 

0歳 9名 12名 13名 21名 ３名 

1歳 
36名 58名 28名 74名 11名 

2歳 

3歳 ［1号認定］ 45名 
［2号認定］ 45名 

3歳以上はクラス編成のため、 

生年月日：Ｈ27.4.2～Ｈ30.4.1を対象 

［1号認定］ 90名 
［2号認定］ 90名 

3歳以上はクラス編成のため、 

生年月日：Ｈ27.4.2～Ｈ30.4.1を対象 

［1号認定］ 10名 
［2号認定］ 39名 

3歳以上はクラス編成のため、 

生年月日：Ｈ27.4.2～Ｈ30.4.1を対象 

［1号認定］ 135名 
［2号認定］ 135名 

3歳以上はクラス編成のため、 

生年月日：Ｈ27.4.2～Ｈ30.4.1を対象 

［1号認定］ 27名 
［2号認定］  9名 

3歳以上はクラス編成のため、 

生年月日：Ｈ27.4.2～Ｈ30.4.1を対象 

4歳 

5歳 

開園時間 7:00～19:00 7:00～19:00 

教育標準時間（１号） 8:00～14:00 8:00～14:30 8:15～13:45 8:00～14:00 

保育時間 ［標準時間］7:00～18:00 ［短時間］8:00～16:00 ［標準時間］7:00～18:00 ［短時間］8:00～16:00 

休園日 
1 号認定 土曜日・日曜日・祝日・年末年始・長期休業期間（夏・冬・春） 土曜日・日曜日・祝日・年末年始・長期休業期間（夏・冬・春） 

2・3号認定 日曜日・祝日・年末年始 日曜日・祝日・年末年始 

特別 

保育 

預
か
り(

１
号) 

平日 

早朝 
預かり 

［時 間］7:00～8:00  ［利用料］日額 200円 
［時 間］7:00～8:00 

［利用料］日額200円、月額2,000円 

［時 間］7:00～8:15 

［利用料］日額200円、月額2,000円 

［時 間］7:00～8:00 

［利用料］日額100円（上限月額2,000円） 

通常 
預かり 

［時 間］14:00～19:00 ［利用料］日額 450円 
［時 間］14:30～19:00 

［利用料］日額 500円、月額 7,000円 

［時 間］13:45～19:00 

［利用料］日額 500円、月額 7,000円 

［時 間］14:00～19:00 

［利用料］日額 450円 

土曜 

日等 

※ 

早朝 

預かり ［時 間］7:00～8:00  ［利用料］日額 200円 
［時 間］7:00～8:00 

［利用料］日額 200円、月額 2,000円 

［時 間］7:00～8:15 

［利用料］日額 200円、月額 2,000円 

［時 間］7:00～8:00 

［利用料］日額 100円（上限月額 2,000 円） 

通常 

預かり ［時 間］8:00～19:00  ［利用料］日額 450円 
［時 間］8:00～19:00 

［利用料］日額 500円、月額 7,000円 

［時 間］8:15～19:00 

［利用料］日額 500円、月額 7,000円 

［時 間］8:00～19:00 

［利用料］日額 450円 

 ※土曜日等・・・土曜日、長期休業期間、代休日、週休日の振替日              ※土曜日等・・・土曜日、長期休業期間、代休日、週休日の振替日 

その他費用 別途、おやつ代がかかります。 別途、おやつ代がかかります。 別途、活動費（おやつ等）がかかります。 別途、活動費（おやつ等）がかかります。 

延長 

【保育標準時間】  18:00～19:00 （月額：2,000 円 日額：100円） 【保育標準時間】  18:00～19:00 （月額：2,000 円 日額：100円） 

【保育短時間】 朝：  7:00～ 8:00 （月額：2,000 円 日額：100円） 【保育短時間】 朝： 7:00～ 8:00 （月額：2,000 円 日額：100円） 

 夕： 16:00～19:00 （月額：4,000 円 日額：200円）  夕： 16:00～19:00 （月額：4,000 円 日額：200円） 

障がい児 ○ ○ ○ ○ ○ 

一
時 

年 齢 要 件 満 1歳（離乳完了後）～2 歳児（満 3 歳児）の学年 ６ヶ月以上児～ 
満 1歳児（離乳完了後）～ 

    2歳児（満 3歳児）の学年 
1歳児～5 歳児 

実施日・時間 月～金（祝日は除く）8:15～17:00 月～土（祝日は除く）8:30～18:00 月～金（祝日は除く）8:15～17:00 月～土（祝日は除く）8:15～17:30 

利 用 料 

[４時間超 ] 1,500 円（市外児：2,500 円） 

 

[４時間以内] 1,000 円（市外児：2,000 円） 

 

［4 時間超] 1,500 円（市外児：2,500 円） 

2,000円（0歳児） 

［4 時間以内］1,000円（市外児：2,000 円） 

 1,500 円（０歳児） 

[4 時間超] 1,500 円（市外児：2,500 円） 

 

[4 時間以内] 1,000 円（市外児：2,000 円） 

 

[4 時間超] 1,500 円（市外児：2,500 円） 

 

[4 時間以内] 1,000 円（市外児：2,000 円） 

 

そ の 他 連続して週 4日以上の利用は、お断りする場合があります。 

※連続して週 4日以上の利用はお断りす

る場合があります。 

※0歳児の市外児は除く。 

連続して週 4日以上の利用は、お断りする

場合があります。 
- 

その他 
病後児保育（就学前児童対象） 

※0歳児は除く 
- - 

病後児保育（就学前児童対象） 

※0歳児は除く 
- 



 

 

 

私立小規模保育 

私立小規模保育施設が第一希望の場合は園に直接申し込んでください。 

保育園名 保育園もものき 
神愛保育園 

令和３年４月１日開園予定※１ 
Ribbon 保育園 だて 

所在地 保原町字東台後 60番地２ 保原町字城ノ内 116番地 8 伊達市細谷 43番地 8 

電話番号 ５２９－６５２５ 未定 ５７２－４４５６ 

年齢要件 生後２ケ月から２歳児まで 生後４ケ月から２歳児まで 

定

員 

0歳 ６名 ６名 ３名 

1歳 ６名 ６名 ８名 

2歳 ６名 ６名 ８名 

開園時間 7：00～19：00 

保
育
時
間 

標準時間 7：00～18：00 

短時間 8：00～16：00 

休園日 
第 1、第 3 土曜日 

日曜日・祝日・年末年始 
日曜日・祝日・年末年始 

特

別

保

育 

延長 

【保育標準時間】 

18:00～19:00 

（日額：100 円） 

 

 

【保育短時間 】 

朝：7:00～ 8:00 

（1時間：100 円） 

夕：16:00～19:00 

（1時間：100 円） 

【保育標準時間】 

18:00～19:00 

（日額：100 円） 

 

 

【保育短時間 】 

朝：7:00～ 8:00 

（1 時間：100 円） 

夕：16:00～19:00 

（1時間：200 円） 

【保育標準時間】 

18:00～19:00 

月額：2,000円  

日額：100円 

 

【保育短時間 】 

朝：7:00～ 8:00 

月額 2,000 円  

日額：100円 

夕：16:00～19:00 

月額 4,000 円 

日額：200円 

障がい児 ○   

一時    

その他 - - - 

連携施設※2 保原教会幼稚園 
幼保連携型認定こども園 

神愛幼稚園 
認定こども園 伊達こども園 

※1 令和 3年４月１日開園予定の小規模保育『神愛保育園』について、開園までは『幼保連携型認定こども

園神愛幼稚園（P25参照）』が申込受付窓口となります。 

※2 連携施設は 3歳児以降の受け皿としての役割をもっている施設です。卒園後に連携施設の利用を希望す

る方は優先入所することができます。（ただし、入所を確約するものではありません） 
 


