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てがみにかいてあるぶん 
しょがわからないときは… 
スマートフォンのアプリ 
をつかってみましょう 

If you don't understand what is 
written in the letter, you could 
take advantage of the applications 
of your smartphone.

不理解日 信件的内容 ， 
利用手机 件来解决 ！ 

If you don't understand Japanese letters 
from the nursery school (kindergarten) 
or city hall, you can use apps such as 
"Google Lens" with your smart phone 
camera and the app will translate them 
automatically. 
(For example) https://lens.google/ 
* Translations by the app are not always 
accurate, so please use them as references.

如果 不理解幼儿 或市役所 来的日 信
件 ， 
在手机中下 “Google 智能 （Google 
Lens）” 件，可以 助 翻 理解。 
(例)https://lens.google/ 
* 不能保 翻 内容完全正 ，但可以作 参考。

越谷市子ども家庭部保育入所課 
〒343-8501 越谷市越ヶ谷四丁目２番１号 

電話 ０４８－９６３－９１６７(直通) 

https://www.city.koshigaya.saitama.jp 



保育施設選び・見学のポイント 
※厚生労働省「よい保育施設の選び方十か条」をもとに作成しました

  保育施設はそれぞれに個性や特徴があります。また、保育時間や延長保育の時間も異なります。
家庭の事情、子育てで大事にしてきたこと、これから大事にしていきたいことを踏まえ、施設

を選ぶようにしましょう。
「毎日のこと 

だから…」 
という視点で 

保育施設には、通い始めると毎日の生活の一部となります。
保護者の通勤時間や通勤手段を踏まえて施設を選びましょう。
また、通園方法などが子どもの負担にならないかなど、子どもの健康面にも留

意して検討しましょう。

通える範囲で 
なるべく多く

申込受付後、市では、次のような利用調整を行っています。
・申込者全員に「利用調整基準」に基づき指数を付ける。 

（※詳しくは、冊子「保育施設・幼稚園等のご案内」参照） 
・市内全体で指数の高い方から並べ、順番に入所施設を決定していく。 
・あなたの順番になったとき、複数の施設に入所可能な場合は、より希望の

高い施設をあっせんする。
１か所だけしか希望先を書かない方が多くいます。しかし、あなたの順番にき

たとき、希望施設が既に埋まってしまった場合、「保留（入れない）」という結果に
なってしまいます。
（この場合、「近くの他施設を書いていれば入れたのに…」という方も…。）
 次善の策までよく検討し、通える範囲でなるべく多く希望しましょう。

  決める前に施設を見学しましょう。キャッチフレーズや建物の外観など見た目だけで決めるのは避
け、お子さんが生活する場所をしっかり確かめましょう。

事前に訪問 
日時の約束を

事前に施設と連絡をとり、見学日時を決めて施設に行きましょう。
※一斉見学会や、各施設が独自に行っている説明会、遊ぼう会等も有効です。

部屋の中まで 
入って見て 

見学のときは、必ず、子ども達がいる保育室の中まで入らせてもらいましょう。
年齢や保育時間の長さに応じて、子どもの負担にならないよう配慮や工夫がされ
ているかなどを見てみましょう。

子ども達の 
様子を見て 

子ども達の表情がいきいきとしているか、見てみましょう。 
保育士等の子どもへのかかわり、子どもへの声かけや会話など、雰囲気を見る

のも大切です。

保育する人の 
様子を見て 

入所すると、１日のうちに複数の保育士等とかかわることとなります。常勤の
職員、非常勤の職員など、保育士等の構成などを確認することもよいでしょう。

施設の様子を 
見て 

・保育室の広さや整理の状況、遊具の配置や種類などもみてみましょう。 
・乳児が静かに眠れる場所や、子どもが動き回れる十分な広さがあるか、外遊び

をしているか聞いてみましょう。 
・陽あたりや風とおしがよいか、また清潔か見てみましょう。 
・災害のときのための避難口や避難階段があるか、見てみましょう。 

保育の方針を 
聞いて 

・施設ごとに方針があります。園長や保育士等から、保育の考え方や内容につい
て聞いてみましょう。 

・延長保育（時間外保育）や土曜日の利用を考えている場合は、施設の考え方など
を確認してみましょう。 

・どんな給食が出されているか、離乳食の対応はどうかなど、聞いてみましょう。
・連絡帳などで家庭との連絡や参観の機会などがあるか、聞いてみましょう。

あらかじめ 
見 学 を

公立保育所
毎月、保育所の地域開放事業として「遊ぼう会」を行って
おります。 
戸外遊びやお誕生日会など入所児童と一緒に遊びます。 

私立保育園
認定こども園
地域型保育

たくさんの参加行事があり、一斉見学会と別に説明会等を
行っています。 
直接、各施設にお問い合わせください。 

※こしがや「プラス保育」幼稚園は、上記の一斉に行う見学会の対象外ですが、各園で説明会を行います。直接、
各施設にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感
染症の状況から、随時
の見学は対応できない
場合があります。 
見学希望者は、できる
だけ見学会・説明会な
どの機会を活用してく
ださい。 

毎年９月頃に全保育所・認定こども園・地域型保育で見学会を行います。
ぜひお越しください。 
なお、随時見学することもできますが、事前に 
施設へ電話等で確認をお願いします。 

施設選びの前に 

施設見学をしましょう 
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このガイドをお読みになる前に 
このガイドは、各施設が作成した紹介文を原則としてそのまま掲載しています。内容について詳しい

ことは、各施設に直接確認してください。 
※冊子「保育施設・幼稚園等のご案内」も必ず併せてお読みください。
※各施設は、見学することができます。ご希望の方は、事前に直接電話してください。 

●臨時休園 
 台風、集中豪雨、地震等の自然災害発生により、人

的・物的被害が生じる恐れがあり、安全に保育が確
保できない場合、臨時休園等を行うことがあります
（⇒右図参照）。 

●登園自粛協力 
各施設の表記と別に、次のときは、登園自粛の協力 
をお願いがある場合があります。 

  ・インフルエンザなど感染症の病気等が流行してい 
る場合 

  ・遠足等の行事に参加しない選択をした場合 

施設によって、利用者負担のほか、教材費などの実
費がかかります。
※掲載されている各種金額は、編集時点のものですの

で、実際の額は異なる可能性があります。 
※金額等の詳細や、具体的な取扱いは、直接各施設に

問い合わせてください。 

お子さんが集団保育を過ごすには、徐々に慣れる期間が必要です。このため、入園当初の一定期間
は、保育時間が短くなります。入所児童（移行児童含む）は全員対象です。 

入園日（原則各月１日）の翌日から、下表のような日数・時間で進めることとなります。 
※下表は「公立保育所」の例です。私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育は、施設によ

って異なります。各施設の「標準的な慣れ保育期間」欄を確認してください。 

（公立保育所の場合の例） 

０

〜

２

歳

児

新規入所児童 移行児童 
３

〜

５

歳

児

新規入所児童 移行児童 
１日目 10：00 １日目 10：00 １日目 11：00 １日目 11：00 
２日目 10：00 ２日目 11：30 ２日目 11：00 ２日目 12：00 
３日目 11：30 ３日目 14：00 ３日目 12：00 ３日目 通常時間
４日目 11：30 ４日目 通常時間 ４日目 12：00
５日目 14：00 ５日目 通常時間
６日目 14：00
７日目 通常時間

保育施設への入所に関して分からないことは、保育入所課(越谷市役所第二庁舎２階)へどうぞ 

▽風水害(台風・豪雨等)が発生するおそれがあ
る場合 
警戒レベル 開所前 開所中 

警戒レベル３
(高齢者等避難)

臨時休園 
児童降園後
に臨時休園

警戒レベル４
(避難指示)

警戒レベル５
(緊急安全確保)

▽地震が発生した場合 

震度階級 開所前 開所中 

震度５弱以上 臨時休園 
児童降園後
に臨時休園

▽上記等の災害発生時に、公共交通機関が運休
(計画運休を含む)となった場合 
交通機関の運行状況 開所前 開所中 

運休 

計画運休 

登園自粛 
※職員の通勤障害等
により職員が配置
できない場合は、
臨時休園となる場
合があります。

お迎えの要請

児童降園後
に臨時休園

※慣れ保育期間

は、お子さんの

状況に応じて

期間が延びる

場合がありま

す。

標準的な慣れ保育期間 

実費徴収などの金額 

臨時休園・登園自粛 
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公立保育所は、越谷市が運営している保育所です。

 私立保育園は、社会福祉法人等が運営している保育所です。

利用者負担（基本の保育料）は同額ですが、保育方針、行事内容、持ち物等が異なります。

施設名 (施設

コード)
所在地 電話番号

(048)

クラス 
年齢 

最大保育
時間 

０歳児 特別
支援 
保育

送迎

保育受可 延長

●

公

立

保

育

所 

蒲生保育所 01 蒲生寿町 9-23 986-3942 1～5 歳児 7:00～19:00 ○
大袋保育所 02 恩間 150-3 976-2852 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 ○
大相模保育所 03 大成町 2-288-1 985-3040 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 ○
桜井保育所 05 平方 1349 974-0449 2～5 歳児 7:00～19:00

(7:30～14:00)   ○

増林保育所 06 東越谷 8-41-1 963-0089 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 ○
大沢第一保育所 
※令和６年４月移転予定

07 大沢 3-16-45
(移転先：越ヶ谷 2620番 1外)

974-6284 1～5 歳児 7:00～19:00   ○

中央保育所 
※令和６年４月移転予定

08 越ヶ谷 3-2-28
(移転先：越ヶ谷 2620 番 1 外)

964-3977 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 ○

深田保育所
※令和５年度の３歳児クラスは、 
建物の都合で募集が少ない年となります

09 下間久里 318-1 975-1411 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 ○

七左保育所 10 七左町 1-184 988-7359 2～5 歳児 7:00～19:00
(7:30～14:00)   ○

荻島保育所 12 南荻島 330-1 975-6517 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 ○
赤山保育所 13 赤山町 4-2-11 965-3400 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 ○
蒲生南保育所 14 南町 1-10-20 985-0468 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 ○
新方保育所 15 北川崎 729-1 976-1494 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 ○
大袋北保育所 16 袋山 475-3 974-8591 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 ○
宮本保育所 17 宮本町 5-250-1 966-3468 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 ○
登戸保育所 18 登戸町 42-10 987-7518 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 ○
赤山第二保育所 19 赤山町 2-58-1 966-7266 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 ○
蒲生第三保育所 20 蒲生 2-13-9 987-6435 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 ○

★

私

立

保

育

園

越ヶ谷保育園 52 越ヶ谷本町 3-7 962-2526 0～5 歳児 7:00～19:00 ４ 誕
おおたけ保育園 54 大竹 815-1 977-2497 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 北
の～びる保育園 55 相模町 2-63-3 985-7127 0～5 歳児 7:00～19:00 ４ 誕 南
袋山保育園 57 袋山 1956-1 975-8065 0～5 歳児 7:00～19:00 ４ 誕 北
第二越谷保育園 58 増森 396-1 963-8212 0～5 歳児 7:00～19:00 ４ 誕 南

わかばの森保育園 59 大杉 492-1 976-4890
1～2 歳児

(希望者は 3歳児以降 
大袋わかば幼稚園)

7:30～19:00 
(7:30～18:30)    北

南越谷保育園 60 七左町 1-347 990-5001 0～5 歳児 7:00～19:00 ４ 誕 南
越谷レイクタウンさくら保育園 63 ﾚｲｸﾀｳﾝ 8-3-5 988-0861 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 南
松沢保育園 64 谷中町 2-88-4 972-6028 0～5 歳児 7:00～19:00 ６ 誕
の～びるこどもの家保育園 65 相模町 3-220-1 990-7201 0～5 歳児 7:00～19:00○共 ４ 誕 南
越谷レイクタウンさくら保育園分園 68 ﾚｲｸﾀｳﾝ 2-7-7 990-1811 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 南
越谷どろんこ保育園(平方) 67 平方 3207-1 970-2280 0～5 歳児 7:00～20:00 ２ ２ ◎★

あぜがみりんご保育園 69 蒲生寿町 1-28 985-2060 0～5 歳児 7:00～19:00 ４ 誕
埼玉東萌保育園 39 川柳町 1-582-1 973-7461 0～5 歳児 7:00～19:00 ４ 誕 南
越谷レイクタウンどろんこ保育園 40 ﾚｲｸﾀｳﾝ 5-15-5 972-4111 0～5 歳児 7:00～19:00 ２ ２ ◎★

第二おおたけ保育園 41 北越谷 5-6-33 940-3517 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕

西大袋保育園 42 大竹 818-3 940-8181 0～2 歳児
(希望者は 3歳児以降 

大袋幼稚園)
7:00～19:00 ３ 誕  北

東大沢保育園 44 東大沢 4-31-1 940-3037 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ 誕 ○
みずべこどもの家保育園 45 ﾚｲｸﾀｳﾝ 6-11-4 967-5570 0～5 歳児 7:00～19:00 ４ 誕 南
にじの駅保育園 46 ﾚｲｸﾀｳﾝ 4-4 940-2484 0～5 歳児 7:00～19:00 ３ ３
つぐみ保育園 47 ﾚｲｸﾀｳﾝ 5-7-2 987-6667 0～5 歳児 7:00～19:00 ６ ６
つぐみ保育園分園
（「２歳児クラスまでの保育所」に該当しません）

43 ﾚｲｸﾀｳﾝ 8-13-2 940-8885 0～2歳児
(3歳児以降つぐみ保育園)

7:00～19:00○共 ６ ６

エンジェルハウス保育園 48 大沢 4-10-2 973-7498 0～5 歳児 7:00～19:00 ２ ２ △
「こころの花」ほいくえんﾚｲｸﾀｳﾝ駅 49 流通団地4-115-5 971-8705 1～2 歳児 7:00～19:00 △

■表の注釈

最大保育時間（前ページ参照） 最大の預かり時間。()内は土曜日（ない場合は平日と同じ）。
○共 は土曜日等の保育を別施設で預かり 

０
歳
児

受可(受入可能月齢)(２０ページ参照) ３…入所希望月初日に生後３か月経過から受入可能 

延長(保育短時間の通常時間(保育所 8:30

～16:30)を超えての預かり)（前ページ参照）
誕…１歳の誕生日から可能 ３…生後３か月経過から可能

特別支援保育（２５ページ参照） ◎…程度を問わず受入相談可 ○…中程度まで可 △…軽度は可
※私立保育園は、印があっても、施設の受入体制、条件等により受入できないことがあります。 
★越谷どろんこ保育園及び越谷ﾚｲｸﾀｳﾝどろんこ保育園の特別支援保育受入れは、本部の独自基準による判断があります。

送迎保育（１２ページ参照） 指定保育所 北…北越谷保育ｽﾃｰｼｮﾝ 南…南越谷保育ｽﾃｰｼｮﾝ

※（××ページ参照）は、「保育施設・幼稚園等のご案内」のページ数を表します。 

保育所・保育園
※申込書等の希望保育施設の欄には、間違え防止のため 

できるだけ施設コードも記入してください。 
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（公立保育所共通） 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～

1/3) 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入所式・★保護者会総会 

★引渡し訓練 
10 月 ★運動会 

総合避難訓練・芋煮会 

５月 ★５歳児遠足 11 月 ★個別面談・5歳児バスハイク 

６月 ★保育参観、試食会、懇談会 
・プール開き 

12 月 ★お楽しみ会・もちつき会 
・クリスマス会 

７月 七夕・1年生招待 １月 レストランごっこ・人形劇 

８月 ★夏祭り・プール閉い ２月 豆まき・人形劇・記念撮影 

９月  ３月 ひな祭り会・お別れ会 

★修了式(5 歳児保護者) 

その他 ★保育士体験 誕生会(お子さんの生まれ月) 

※保育所によって時期等が若干異なります 
※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費 
主食費 ■必須 □選択 400 毎月

３歳児以上
副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月

災害共済給付 ■必須 □選択 240 年１回 全園児
帽子 ■必須 □選択 約 960 入園時 全園児
鍵盤ﾊｰﾓﾆｶ唄口 □必須 ■選択 約 400 年１回 ５歳児
文字練習帳 ■必須 □選択 約 400 年１回 ５歳児
保護者会費 ■必須 □選択 年間約5,000 半期に１回 全園児

ふとん乾燥(保護者会) □必須 ■選択 
700/月 半期に１回 全園児 

※所によってマーカー等の実費徴収がある場合あり
※現時点での予定のため変更となる可能性があります

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間

7:00～19:00 
※桜井・七左は土曜日 7:30～14:00

標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 

年齢
満１歳の誕生日を迎え

た日から（慣れ保育後）

その他 なし

標準的な慣
れ保育期間 
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 

歳児 

7 日目から通常保育 

(移行児は 3 日目から) 

3～5 

歳児 

5 日目から通常保育 

(移行児は 2 日目から) 

保育所の特徴 

 蒲生駅から徒歩１０分。すぐそばにある蒲生小

学校との交流があります。天気の良い日には元気

いっぱい戸外あそびですが、近隣の消防署へ歩い

て消防車を見に行ったり、走っている電車を見に

行ったりします。このほか、児童館ヒマワリや公

園に行って自然に触れるなど、いろいろなお散歩

コースがあり、子ども達が楽しんでいます。 

保育所の特徴 

大袋駅西口から徒歩７分。敷地内に送迎用の駐

車場が８台分あり、便利な環境が整っています。

平成２５年に建て替えられた明るく広々とした

園舎に、毎日子ども達の元気な声と笑顔があふれ

ています。また、保育所の隣には恩間公園があり、

さらに開放感が広がります。第二の園庭として子

ども達も親しんでいます。 

園からのメッセージ 

一人ひとりを大切に、様々な経験を通して友達

や周りの人とかかわる中で、優しさや思いやりの

気持ちが育つよう日々の保育を心がけ、取り組ん

でいます。 

毎日のびのびと遊んでいる子ども達の楽しそう

な声が園庭やお部屋から聞こえてきます。 

園からのメッセージ 

 心も体も健康で笑顔にあふれ、のびのびと自分

らしさが発揮できるよう子ども達の成長に日々寄

り添う保育を心掛けています。また、保護者の方

とも、子ども達の成長を一緒に喜び、支え合える

ように信頼関係を大切にしています。 

大袋保育所は、元気いっぱい笑顔のあふれる保

育所です！ 

公立保育所 ※()内の数字は施設コードです 

蒲生
が も う

保育所(01) 大袋
おおぶくろ

保育所(02)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

(3～5歳児は6～9月分の徴収なし)
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保育所の特徴 

レイクタウンの近くにあり、令和３年４月に移

転新築した０歳児～５歳児の保育所です。駐車場

や床暖房などの設備が充実し、防犯対策にも配慮

しています。南に面した保育室や園庭など、明る

い雰囲気で、周囲に屋敷林や田んぼもあり、静か

な環境でのびのびと過ごすことができます。 

子どもたちの好奇心を刺激するいろいろな体験

が待っています。 

保育所の特徴 

越谷市の北部にあり、２歳児～５歳児の子ども

達が通う小さな保育所です。近くには、県立越谷

北高校があり、児童館コスモスも散歩コースにな

っています。 

施設は小さいですが、園庭は広く、子ども達は

元気いっぱいのびのびと遊んでいます。自然豊か

な環境で温かみのある保育所です。 

園からのメッセージ 

 一人ひとりの思いや個性を大切に、子ども達に

寄り添う温かみのある保育を心掛けています。友

だちや周りの人とのかかわりも大切にしながら、

思いやりの気持ちも育んでいます。 

 安心した環境の中で子ども達はのびのびと遊

び、いつも元気いっぱいです。 

保護者の皆様とも日々の成長を共に喜び、安心

して子育てできる保育所を目指しています。

園からのメッセージ 

自然豊かな環境の中で散歩をしたり、ひょっこ

り姿を見せる虫を興味津々で観察したり、自然と

触れ合うことを大切にしています。園庭では子ど

も達が思い切り走り回り、元気な声があちこちか

ら聞こえ、笑顔あふれるにぎやかな毎日です。 

のどかな雰囲気の中で、子ども達はのびのび健

やかに過ごしています。 

保育所の特徴 

 園庭中央に大きなイチョウの木があります。日

差しが強くなると木陰をつくって子ども達を暑さ

から守り、秋は落ち葉のシャワーとなって自然の

豊かさを教えてくれます。 

隣のケヤキ公園の他、近隣の公園も多く畑や空

き地、土手など散歩先も豊富です。 

送迎用の駐車場も完備され、保護者の方にも利

用しやすい施設となっています。 

保育所の特徴 

北越谷駅から徒歩５分。２階建てで定員１５０

名の大きな保育所です。近くには香取神社や消防

署、公園等があり、子ども達のお気に入りの散歩

コースとなっています。 

園庭には、うんていや登り棒等の固定遊具があ

り、お友だちと挑戦したり、園庭を元気いっぱい

走り回ったりして楽しく遊んでいます。 

園からのメッセージ 

 保育所内の異年齢交流だけでなく、地域の方と

の交流もさかんです。いろいろな方に見守られて

いる安心感や、誰にでもやさしくできる思いやり

の心を育んでいくことを大切にしています。 

また、地域子育て支援センターが併設されてお

り、サロンや広場の他、専門講師による各講座も

好評です。興味のある方は、ぜひご参加ください。

園からのメッセージ 

 職員全員が子ども一人ひとりの思いや興味・関

心に寄り添い、様々な体験を通して優しさや思い

やりの気持ちが育つよう日々の保育に心がけてい

ます。また、近隣への散歩を通して地域の方との

交流も大切にし、地域に根ざした保育所を目指し

ています。 

※令和６年４月に緑の森公園・久伊豆神社方面に

移転し、新保育所となる予定です。

大相模
お お さ が み

保育所(03) 桜井
さ く ら い

保育所(05)

増
ま し

林
ばやし

保育所(06) 大沢
お お さ わ

第一
だ い い ち

保育所(07)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 
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保育所の特徴 

越谷駅から徒歩５分。商店街の中にある２階建

ての保育所です。街の中にありながらも緑に恵ま

れ、保育所西側には公園があり、開けた雰囲気で

す。庭では、虫探しをしたり泥団子を作ったりと

自然に親しめるさまざまな活動をしています。 

また、屋上やベランダを利用して野菜作りもし

ています。水やりなどの世話や収穫の喜びを通し

て、食べることの楽しさや大切さを学んでいます。

保育所の特徴 

静かな住宅に囲まれた保育所です。近くには、

緑豊かな公園が多く、四季を感じながら散歩に出

かけて自然に触れることができます。保育所の園

庭には複合遊具があり、体をのびのび動かし元気

いっぱい遊んだり、お友だちと楽しく過ごしたり

しています。 

また、野菜の苗や種を植えて、その生育を喜び、

収穫して味わっています。 

園からのメッセージ 

 「健康な身体」と「生きる力」が身につくよう

職員一同がていねいな保育を実践しています。保

護者の皆様と、子ども達の成長を共に見守り、共

に喜び、支え合えるよう日々取り組んでいます。

※令和６年４月に緑の森公園・久伊豆神社方面に

移転し、新保育所となる予定です。

園からのメッセージ 

一人ひとりの子ども達が健やかで心豊かに育つ

ようにと願い、家庭の皆様と連携をとりながら安

心して過ごせるような温かみのある保育所作りを

心がけています。 

乳児組は愛着形成を大切にし、幼児組は自分で

考え行動ができるように保育をしています。

保育所の特徴 

越谷市の南部にある小さな保育所で、緑に囲ま

れた自然豊かな環境の中にあります。 

施設は小さいですが、広い園庭で虫探しをした

り、思いっきり体を動かしたり、子ども達はのび

のびと遊んでいます。近くには科学技術体験セン

ター「ミラクル」や公園がたくさんあり、お散歩

にも出かけ楽しんでいます。 

保育所の特徴 

越谷市西部に位置し、平成２６年から新しい園

舎となりました。地域子育て支援センターを併設

しており、地域の方々とのふれあいも大切にして

います。建物内はバリアフリーで、床暖房や駐車

場なども完備され、過ごしやすい施設となってい

ます。また、周囲は田んぼに囲まれ、自然豊かな環

境の中でのびのびと過ごしています。 

園からのメッセージ 

自然豊かな環境の中で「四季」を感じながら、

子ども達の感受性を豊かに育てる保育を心がけて

います。保護者の皆様や地域の方々と子ども達の

の「育ち」を共に見守り、一人ひとりの個性や思

いを大切に保育していくよう日々取り組んでいま

す。 

園からのメッセージ 

一人ひとりを大切に、さまざまな経験を通じ友

だちや周りの人とかかわる中で、優しさや思いや

りの気持ちを育んでいます。笑顔あふれる毎日を

過ごせるよう日々の保育を心がけ取り組んでいま

す。 

また、地域子育て支援センターでは、子育て講

座、子育てサロン、子育て広場、園庭開放など開催

しています。子育て相談もお受けしておりますの

で、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。

中央
ちゅうおう

保育所(08) 深田
ふ か だ

保育所(09)

七
し ち

左
ざ

保育所(10) 荻島
お ぎ し ま

保育所(12)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 
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保育所の特徴 

閑静な住宅街に囲まれ、越谷駅・新越谷駅・南

越谷駅の３駅の徒歩圏内にあり、長年地域に親し

まれている保育所です。近くには、色々な遊具の

ある公園がたくさんあり、散歩にも出かけ、四季

折々の自然を楽しんでいます。 

庭の畑で野菜を育て、子どもと一緒に調理をし、

食への興味を深められるようにしています。 

保育所の特徴 

蒲生南小学校に隣接し、閑静な住宅街にある保

育所です。園庭でのびのびと遊ぶ子どもたちの元

気な声が響いています。庭の畑では季節の花や野

菜を育て、成長を喜び、食べることの大切さを学

んでいます。 

周囲には緑豊かな公園が多く、季節の自然を感

じながら散歩を楽しんでいます。 

園からのメッセージ 

一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、安心し

た環境の中で心地よく過ごせるような保育を心が

けています。 

また、日当たりの良い園庭で元気に遊び、友だ

ちとの触れ合いを大切にし、たくさんの経験を通

して心と体の成長を育み、みんなが笑顔で過ごせ

る保育所を目指しています。

園からのメッセージ 

 子どもたちが笑顔あふれる毎日を過ごせるよう

愛情たっぷり込めた保育を心がけています。 

心とからだの成長に大事な栄養分をいっぱい吸

収できるよう、一人ひとりの気持ちに寄り添い、

より良い関係を築きながら成長を育んでいきたい

と思います。

保育所の特徴 

越谷市の北東部に位置し、近くに新方川が流れ、

弥栄小学校に隣接した保育所です。子ども達は、

広々とした園庭や散歩で身近な自然に触れ、のび

のびと遊んでいます。 

また、併設されている地域子育て支援センター

で行われる園庭開放や子育て広場などに参加し、

地域の子ども達とも楽しく交流しています。 

保育所の特徴 

せんげん台駅から徒歩１０分ほどの閑静な住宅

街の中にある保育所です。近くには、大袋北小学

校があり、アットホームな雰囲気の中、子ども達

はのびのびと遊んでいます。 

園庭には小さな畑があり、自分達の手で季節の

野菜を育て、成長を喜び、食べることの楽しさや

大切さを学んでいます。 

園からのメッセージ 

自然に恵まれた環境の中、子ども達は戸外で体

を動かして元気に遊び、庭の畑で野菜を育て、身

近な動植物に触れ、さまざまな経験を積み重ねて

います。 

子ども達一人ひとりに寄り添い、その経験の中

でみんなが笑顔で楽しく心地良く過ごせる保育所

を目指しています。

園からのメッセージ 

 玄関を入ると、カメの「かめ太」がお出迎え。子

どもや大人も、ほっこりと癒された気持ちになる

存在です。 

「子ども達の健やかな成長」を願い、温かい家

庭的な雰囲気を大事にしています。子ども達の成

長を共に喜び、支え合い、安心して子育てができ

るような支援を心がけています。

赤山
あ か や ま

保育所(13) 蒲生
が も う

南
みなみ

保育所(14)

新方
に い が た

保育所(15) 大袋
おおぶくろ

北
き た

保育所(16)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 
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保育所の特徴 

近くには大きな４号バイパスや宮本小学校があ

りますが、閑静な住宅地に囲まれた保育所です。

園庭には大きなケヤキの木や桜の木がそびえた

ち、砂場には藤棚があり心地よい日差しの中、た

くさんの木々に見守られながら季節を感じ、子ど

もたちはのびのびと元気いっぱいに過ごしていま

す。 

保育所の特徴 

静かな住宅地の一角にあり、駅まで徒歩１０分。

ＪＲ南越谷駅と東武スカイツリーライン新越谷駅

の２駅が利用でき、大変便利なところです。 

庭には大きなケヤキの木があり、春は新緑、夏

は木陰、秋は紅葉と季節を感じながら、子ども達

はのびのびと楽しく過ごしています。 

園からのメッセージ 

子ども達の「今日は何して遊ぶ？」、「どんな楽

しいことがあるかな？」というワクワクした興味

や関心に寄り添い、心と体が健やかに育つよう願

い保育をしています。また、保護者の皆様と手を

取り合い共に成長を喜び安心して子育てできる保

育所づくりを心がけています。子ども達の元気・

笑顔・意欲を大切に過ごしたいと思います。

園からのメッセージ 

乳児期には、ゆったりとした雰囲気の中で、子

ども一人ひとりの気持ちを温かく受け止め、保護

者の皆様と日々、成長の喜びを一緒に共感し合っ

ています。 

幼児期には、遊びを通していろいろな体験をし、

意欲的に活動する中で、思いやりの気持ちやたく

ましい心が育つことを願って保育をしています。

保育所の特徴 

越谷駅西口から徒歩８分の場所に位置し、通勤

にとても便利です。商店と住宅に囲まれており、

近くには公園が点在し、四季折々の自然に触れる

ことができます。育てた野菜を収穫して味わった

り、お庭の虫探しをしたりと、庭にある桜の木に

見守られながら、子どもたちは元気いっぱいに過

ごしています。 

保育所の特徴 

越谷市の一番南に位置し、閑静な住宅街の中に

ある保育所です。近くには大小さまざまな公園や

児童館ヒマワリがあり、少し足を伸ばせば綾瀬川

の土手や神社など、季節ごとに自然を感じながら

お散歩が楽しめます。 

また、虫探しや、野菜の成長の観察など、お庭で

できる経験も大切にしています。 

園からのメッセージ 

自ら考え、主体的に活動できる保育を目指し、

一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、色々なこ

とにチャレンジする意欲を育んでいます。 

また、友だちや異年齢、地域の方とのかかわり

を通して、思いやりの心を大切に育み、健やかで

心豊かに育つよう支えてまいります。

園からのメッセージ 

「保育所楽しい！」、「早くお友達と遊びたい

な！」と思えるような保育を心がけています。 

子どもの気持ちに寄り添いながら、異年齢の友

達との交流も多く持ち、思いやりの気持ちを育ん

でいます。「自分でやりたい」、「もっとやってみた

い」という意欲を大切にしながら、いろいろな遊

びを楽しみたいと思います。

赤山
あ か や ま

第二
だ い に

保育所(19) 蒲生
が も う

第三
だ い さ ん

保育所(20)

宮本
み や も と

保育所(17) 登戸
の ぼ り と

保育所(18)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 
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開 園 年 月 昭和２９年５月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 10月 ★運動会 

５月 ★保護者会 春のあおぞら保育 11月 ★ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞｳｫｰｸ(年中・年長児) 

６月 夏のあおぞら保育 ｼﾞｬｶﾞｲﾓ掘り 12月 ★保育カルチャーフェスタ 

７月 お泊り保育（年長児） １月 新年式・冬のあおぞら保育 

８月 プール遊び ２月 節分 ★みそ作り 

９月 敬老会（祖父母） ３月 ★僕の私の発表会 

その他 お行儀プログラム(茶道)・若とかぐや姫プログラム(日本舞踊)・お誕生日会・避難
訓練

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費
主食費 ■必須 □選択 700 毎月 

３歳児以上 
副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月 

通園バッグ ■必須 □選択 1,650 入園時 0・1・2歳児
通園リュック ■必須 □選択 2,500 入園時 3・4・5歳児
月刊誌代 ■必須 □選択 400 毎月 3歳児
月刊誌代 ■必須 □選択 410 毎月 4歳児
月刊誌代 ■必須 □選択 880 毎月 5歳児
体操着上下 ■必須 □選択 2,800 入園時 3歳児以上
スモック ■必須 □選択 1,320 入園時 1・2歳児
システム利用料 ■必須 □選択 200 毎月 全園児
保護者会費 ■必須 □選択 250 毎月 全園児
行事参加費 □必須 ■選択 実費 その都度 全園児
布おむつ代 □必須 ■選択 400～1,500 毎月 0・1・2歳児
貸し布団 ■必須 □選択 1,200 毎月 0・1・2歳児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人あかしや会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 
年齢 

満１歳の誕生日を迎えた
日から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

7 日目から通常保育 
(移行児は 7 日目から) 

3～5 
歳児 

7 日目から通常保育 
(移行児は 7 日目から) 

保育園の特徴 

健やかな童(わらべ)を基本方針とし子ども達

の成長に必要な体験を多く取り入れています。

日常生活も大切にしながら全園児で行われる

運動会や発表会などの行事への参加、四季折々の

あおぞら保育、水遊びスイミング。４～５歳児は

お茶や日本舞踊に触れ日常生活につながる作法

や表現力を身につけています。

園からのメッセージ 

保育士も元気いっぱいの緑あふれる園です。よく

笑い、時にはけんかをしながら人間関係を築き、育

ちあう子ども達。様々な体験をすることによって、

多くの学びがあります。子どもが本来持っている育

つ力を信じて、心も体もたくましい子どもに育つこ

とを目指しています。

開 園 年 月 昭和５４年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 ★入園式 ★懇談会 10月 ★運動会 ★個人面談(3～5歳) 遠足

５月 ★個人面談(0～2歳) 11 月 内科検診 消防署立会訓練 

６月 歯科・内科検診 １年生招待  12 月 ★発表会 クリスマス会 

７月 七夕会 プール開き ★夏まつり １月 餅つき 

８月 ★引渡し訓練 ２月 豆まき お店屋さんごっこ(★0・1歳)

９月 ★敬老の日の集い  ３月 ★卒園式 

その他 ★誕生日会（お子さんの誕生月） 
★保育参観（5・4歳:5 月、3～0歳：6月） 
★親子ふれあい参観（5歳:3 月、4歳:11 月、3・2歳:10月、1・0歳:2 月） 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費 
主食費 ■必須 □選択 1,000 毎月

３歳児以上 
副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月

布団レンタル ■必須 □選択 1,200 毎月 全園児
スモック ■必須 □選択 1,800 入園時 1 歳以上
カラー帽子 ■必須 □選択 950 入園時 全園児
通園バック ■必須 □選択 3.850 入園時 3 歳以上
体操着（上） ■必須 □選択 1,980 入園時 3 歳以上
体操着（下） ■必須 □選択 2,020 入園時 3 歳以上
ジャージ（上） ■必須 □選択 2,850 入園時 3 歳以上
ジャージ（下） ■必須 □選択 2,950 入園時 3 歳以上
お知らせバサミ ■必須 □選択 400 入園時 3 歳以上
絵本代 ■必須 □選択 390～450 毎月 2 歳以上
行事雑費 ■必須 □選択 300 毎月 全園児
セキュリティカード ■必須 □選択 1,100 必要枚数 全園児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人童育会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日

４月１日(新年度準備のため在園児のみ

登園) 

３月３１日(クラス移動のため年長児

（卒園児）のみ登園自粛協力日)

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 

年齢 

満１歳の誕生日を迎えた

日から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

7 日目から通常保育 
(移行児は 5 日目から) 

3～5 
歳児 

5 日目から通常保育 
(移行児は 3 日目から) 

保育園の特徴 

０～２歳クラスは、ゆったりとした家庭的な雰

囲気の中で、一人ひとりの発達段階に合わせた保

育。３～５歳クラスは、体を思いっきり使って遊

び、自分の要求や思いを出し合って、友達や先生

とかかわりながら、思いやりの心を育てることを

大切にしています。明るく広々とした園舎は、安

全かつ機能性に優れています。

園からのメッセージ 

保育園では、毎日子ども達の笑い声が響いていま

す。夏祭りのみこしや運動会の組体操、発表会のお

遊戯・和太鼓など、みんなが主役です。行事を一つ

経験するたびに、子ども達の成長を見ることができ

ます。その喜びをご家族の方と共感していきたいと

思います。地域子育て支援センター「たけのこ」を

併設しています。

おおたけ保育園(54)

私立保育園 ※()内の数字は施設コードです

越ヶ谷
こ し が や

保育園(52)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 
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開 園 年 月 昭和５５年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 進級式 ★入園式 10月 ★運動会    

５月 ★保育参加 11月 ★親子遠足 

６月 プール開き 12月 クリスマス会 もちつき 

７月 ★夏祭り  １月 ★表現発表会 

８月 ★デイキャンプ(5 歳児) 4 歳児
宿泊 ボディペインティング 

２月 ★作品展 

９月 遊びの日 ３月 ★卒園式 

その他 ★誕生会(毎月) 縦割り保育 園外散歩 避難訓練 内科・歯科検診 小学校・中学校交
流会 ★個別面談 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費
主食費 

■必須 □選択 700 毎月 3 歳児
■必須 □選択 800 毎月 4 歳児
■必須 □選択 1,000 毎月 5 歳児

副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月 3 歳児以上
長袖トレーナー ■必須 □選択 3,380 入園時 1 歳児以上
園ズボン ■必須 □選択 1,480 入園時 1 歳児以上
通園カバン ■必須 □選択 2,200 入園時 2 歳児以上
カラー帽子 ■必須 □選択 590 入園時 全園児
保育参加(保護者の給食代) □必須 ■選択 200 年 1 回 全園児
園外宿泊学習参加費 □必須 ■選択 5,000 年 1 回 5 歳児
園内宿泊保育の食事代 □必須 ■選択 500 年 1 回 4・5 歳児
遠足代(保護者分) □必須 ■選択 3,500 年 1 回 参加保護者のみ

布団レンタル代 ■必須 □選択 1,020 月 1 回 業者と相対
布団乾燥代 ■必須 □選択 1,200

(5 歳児 600)
年１回 業者と相対

卒園アルバム代 □必須 ■選択 8,500 積立方式 5 歳児
※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人相模会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日

4月1日(進級式で原則在園児(持ち上がり児)

のみ登園。新入園児は原則 4月 2 日から) 

3 月 31 日(卒園式のため原則 4・5 歳児のみ登

園) 
※日曜日等の関係で、変更となる場合があります。

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 

年齢 

満１歳の誕生日を迎えた

日から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

5 日目から通常保育 
(移行児は 4 日目から) 

3～5 

歳児 

4 日目から通常保育 

(移行児は 3 日目から) 

保育園の特徴
昭和 55 年に開設し 43 周年を迎え、令和 4 年度

から新園舎での保育が始まりました。
地域子育て支援センターを南越谷保育ステー

ションに併設。の～びるこどもの家保育園・みず
べこどもの家保育園・高野台こどもの家保育園・
南越谷保育ステーション・学童保育室・病児保育
室があり、本園を中核として位置づけ、児童福祉
施設としての役割を試行しています。

園からのメッセージ

一人ひとりを大切にした保育を目指します。の～

びるの「～」は「－」ではなく、あくまでも「～」

です。子ども達がゆっくりと成長してほしい、時に

はつまずいてもよい、着実に、かつ豊かに成長して

ほしいと考えています。

家庭や地域社会との交流連携を大切にし、集団の

中での成長していく社会力形成を目指します。

開 園 年 月 昭和５７年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 ★クラス別懇談会 10 月 ★運動会 ★ふれあい動物園・遠足 

５月 防犯教室 内科検診 ★保育参観 11 月 交通安全教室 

６月 ★保育参観 歯科検診 12 月 ★袋山っ子会・クリスマス観劇会 

７月 お祭りウィーク 水遊び １月 お餅つき 

８月 水遊び ２月 作品展・お別れ遠足 

９月  ３月 お別れ会 ★卒園式 

そ の他 お誕生会 なかよし保育 のびのび保育 園外散歩 ★個人面談 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費 主食費 ■必須 □選択 800 毎月 ３歳児以上
副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月

布団乾燥代 ■必須 □選択 600 毎月 全園児
カラー帽子 ■必須 □選択 1,100 入園時 全園児
通園帽子 ■必須 □選択 1,450 入園時 １歳児以上
通園リュック ■必須 □選択 4,400 入園時 ３歳児以上
体操服(上) ■必須 □選択 2,610 入園時 ３歳児以上
体操服(下) ■必須 □選択 2,610 入園時 ３歳児以上
遊び着 □必須 ■選択 1,700 入園時 全園児
行事参加費 □必須 ■選択 実費 その都度 全園児
アルバム代 □必須 ■選択 8,000 程度 積立方式 ５歳児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人袋山愛育会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 
年齢 

満１歳の誕生日を迎えた

日から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

7 日目から通常保育 
(移行児は 7 日目から) 

3～5 

歳児 

5 日目から通常保育 

(移行児は 5 日目から) 

保育園の特徴

園庭に柿の木やみかんの木が植えてあり、秋に

は子どもたちと収穫を楽しみます。大きなドング

リの木をはじめ緑が多い園庭です。

昭和５７年に開設し、平成２３年に地域子育て

支援センター「たんぽぽ」を併設しました。子ど

もたちのやさしい心を育てることを大切にして

います。

園からのメッセージ

元気な子どもたちと野菜やお花を育て、お散歩に

行って、いろいろな人と触れ合いながら、一年を通

して様々な体験を重ね、優しい心を育てていきま

す。日々の活動を保護者の方と共有しながら、子ど

もたちの成長をともに喜び合いたいと考えていま

す。

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

の～びる保育園(55)

袋山
ふくろやま

保育園(57)
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開 園 年 月 平成１４年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 10 月 ★運動会 

５月 ★保護者会 春のあおぞら保育 11 月 ★リバーサイドウォーク（4.5歳児）

６月 夏のあおぞら保育 じゃがいも

掘り 

12 月 ★保育カルチャーフェスタ 

７月 お泊り保育(年長児) １月 新年式 冬のあおぞら保育 

８月 プール遊び ２月 節分 ★みそ作り 

９月 敬老会(祖父母) ３月 ★僕の私の発表会 

そ の 他 お行儀プログラム（茶道）・若とかぐや姫プログラム（日本舞踊）・お誕生日会・避

難訓練・散歩・成長を喜ぶ会（保育士体験・座談会など） 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス 

給食費
主食費 ■必須 □選択 700 毎月 

３歳児以上
副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月 

通園バック ■必須 □選択 1,650 入園時 0・1・2 歳児 
通園リュック ■必須 □選択 2,500 入園時 3・4・5 歳児
月刊誌代 ■必須 □選択 400 毎月 ３歳児 
月刊誌代 ■必須 □選択 410 毎月 ４歳児 
月刊誌代 ■必須 □選択 880 毎月 ５歳児 
体操着（上・下） ■必須 □選択 2,800 入園時 ３歳児以上
スモック □必須 ■選択 1,320 秋頃 1・2 歳児 
システム利用料 ■必須 □選択 200 毎月 全園児 
保護者会費 ■必須 □選択 250 毎月 全園児 
行事参加費 □必須 ■選択 実費 その都度 全園児 
布おむつ代 □必須 ■選択 400～1,500 毎月 0・1・2 歳児
貸し布団 ■必須 □選択 1,200 毎月 0・1・2 歳児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人あかしや会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 

年齢 
満１歳の誕生日を迎えた

日から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

7 日目から通常保育 
(移行児は 7 日目から) 

3～5 

歳児 

7 日目から通常保育 

(移行児は 7 日目から) 

保育園の特徴

「健やかな童(わらべ)」を基本方針とし、運動

会や発表会、四季折々のあおぞら保育など多くの

体験や失敗から心と体の成長を促していきます。

子ども達の世界を大切にし、成長する力を信じて

保育を行っています。幼児クラスになると、お茶

の作法では日常につながる体験を、日本舞踊では

表現力を身に着けていきます。

園からのメッセージ

園舎外壁の改装工事が終わり、新しくきれいな外

観になりました。雨の日も安全に送迎できる屋根付

き駐車場になっています。園庭には木々が木陰を作

り夏は涼しく、冬は暖かな日差しが降り注ぎます。

乳児クラスは、広々としたベランダでものびのびと

遊び１日を安心して過ごせるように丁寧な保育を

心がけています。

開 園 年 月 平成１６年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園を祝う会 ★個人面談(新

入園児) 

10 月 ★運動会 ハロウィン 

５月 ★保育参観 園外保育 11 月 ★作品展 
６月 内科検診 歯科検診 12 月 クリスマス会 
７月 ★引き渡し訓練 ★夏祭り １月 お正月遊び 
８月  ２月 ★音楽会 節分 
９月 ★敬老参観 ３月 ★成長を祝う会 
その他 お誕生日会、避難訓練、身体測定 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

布団レンタル料 ■必須 □選択 1,020 毎月 全園児
保護者会費 ■必須 □選択 350 毎月 全園児
長袖スモック ■必須 □選択 1,800 入園時 入園時
袖なしスモック ■必須 □選択 1,700 入園時 入園時
帽子 ■必須 □選択 610 入園時 入園時
2 歳児ｽｲﾐﾝｸﾞ・ｷｯ
ｽﾞｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ 

□必須 ■選択 2,000 毎月 ２歳児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 学校法人植竹学園 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日
４月１日（新年度準備のため） 

新入園児は４月３日から 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30）
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 
年齢 

１歳児クラスから（慣れ
保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

1～2 
歳児 

6 日目から通常保育 
(移行児は 4 日目から) 

保育園の特徴

大袋わかば幼稚園と同じ広い敷地(3,811 ㎡)

内にある保育園です。自然豊かな環境の中で幼稚

園児とたくさん触れ合い、様々な体験を通してた

くましく成長していきます。ベビースイミング、

キッズイングリッシュ等の外部講師の指導を取

り入れたり、製作等や幼稚園教育を見据えた様々

なカリキュラムを組んで保育を行っています。

園からのメッセージ

私達は、「健やかに心豊かなこども」を保育目標に

掲げ、一人ひとりに合わせたきめ細かい保育を心が

けています。保護者の方と一緒に成長を喜び合い、

のびのびとアットホームな環境で温かく見守って

いきたいと思います。併設されている幼稚園の預か

り保育も「プラス保育」の認定を受け、３歳児から

は安心して入園することができます。

第二
だ い に

越谷
こ し が や

保育園(58)

わかばの森
も り

保育園(59) ※３歳児以降、希望者は 大袋わかば幼稚園に入園（ ５６ページ参照）

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 
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開 園 年 月 平成１７年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式、★親子遠足(3 歳～5

歳児) 
10 月 ★運動会、姉妹園訪問（乗り物体験）

５月 姉妹園交流会(5歳)、菜園活動 11 月 姉妹園(5園)による合同運動会(5歳児)
６月 水遊び開き、しゃぼん玉まつ

り、姉妹園訪問（乗り物体験）
12 月 ★表現発表会、クリスマス会

お餅つき 
７月 七夕の会、夏まつり １月 七草の会、姉妹園訪問(乗り物体験)

８月 フィンガーペインティング、お
泊り保育(5歳児) 

２月 節分の会、持久走(3 歳～5歳児)
お店屋さんごっこ 

９月 お月見の会、菜園活動（収穫） ３月 雛祭りの会、お別れ遠足、★卒園式
その他 誕生日会（毎月）

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費 
主食費 ■必須 □選択 1,000 毎月 

３歳児以上
副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月 

寝具リース代 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児 

災害共済給付 ■必須 □選択 300 年１回 全園児 
カラー帽子(日除け付) ■必須 □選択 1,155 入園時 全園児 

通園バッグ ■必須 □選択 4,000 入園 進級時 3歳以上児

体操着上着(半袖) ■必須 □選択 3,100 入園 進級時 3歳以上児

体操着短パンツ ■必須 □選択 2,300 入園 進級時 3歳以上児

ピアニカ唄口 □必須 ■選択 550 入園 進級時 5歳児 

教育教材費 □必須 ■選択 800 毎月(8月・3月なし) 3歳以上児
月刊誌 □必須 ■選択 400 程度 毎月 3歳以上児

遠足費(入館料,交通費) □必須 ■選択 実費 年2回 3歳以上児

姉妹園交流時の交通費 □必須 ■選択 実費 年4回程度 5歳児 
公共施設訪問交通費 □必須 ■選択 実費 年2回程度 3歳以上児

お泊り保育参加費 □必須 ■選択 1,000程度 年1回 5歳児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人東萌会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 
年齢 

満１歳の誕生日を迎えた

日から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間 
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

8 日目から通常保育 
(移行児は 4 日目から) 

3～5 

歳児 

6 日目から通常保育 

(移行児は 3 日目から) 

保育園の特徴
０～２歳児クラスは、リズム遊び、わらべ遊び

（知育）等を取り入れ、心地よい環境の中で一人
一人の発達段階に合わせた保育をしています。

３～５歳児クラスは、知育遊び、体育遊び、専
門講師による音楽活動を導入し、楽しみながら卒
園までに「生きる力の基礎」を身に付けられるよ
うにしています。

園からのメッセージ

広い園庭ではリレーや縄跳び、ボール遊びやサー

キット遊びをして思いっきり遊べる環境が整って

います。また姉妹園（市内１園、都内３園）を定期

的に相互訪問し交流します。園での子ども達の活動

の様子は、ライブ映像でご覧いただけます。

いつでも何度でも園内を見学できます。ぜひ、お

気軽にお越しください。

開 園 年 月 平成２０年５月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 ★入園式 10 月 ★運動会 

５月 ★幼児組親子遠足 ★個別

面談 
11 月 ★個別面談 お店屋さんごっこ 

６月 プール開き ★保育参観 12 月 おもちつき会 クリスマス会 

７月 七夕まつり ★夏祭り １月

８月 プールじまい ２月 豆まき ★保育発表会 

９月
 ３月

ひな祭り お別れ会 お別れ遠

足 ★卒園式 

その他 ★月に一度程度保育参加あり（自由参加） 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費
主食費 ■必須 □選択 800/月 2 か月毎 

３歳児以上 
副食費 ■必須 □選択 4,500/月 2 か月毎 

災害共済金 ■必須 □選択 240 年１回 全園児 

スナップ写真代 □必須 ■選択 １枚53 注文後 希望者のみ 

カラー帽子 □必須 ■選択 900 入園時 全園児

布団乾燥代 □必須 ■選択 560/月 6 か月毎 希望者のみ

ワーク代 ■必須 □選択 350 程度 年１回 5 歳児

ピアニカﾏｳｽﾋﾟｰｽ □必須 ■選択 380 程度 年１回 5 歳児希望者のみ

遠足参加費用 □必須 ■選択 実費 その都度 3 歳児以上

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人中又会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 

年齢 
満１歳の誕生日を迎えた

日から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

5 日目から通常保育 
(移行児は 2 日目から) 

3～5 

歳児 

5 日目から通常保育 

(移行児は 2 日目から) 

保育園の特徴

大きな園行事の一つに、分園と合同で行う夏祭

りがあります。中でも年長組による和太鼓演奏

は、見応え十分です。暑い中、真剣に取り組む姿

と迫力ある太鼓の音が心に響きます。

毎月の誕生会は、バイキング形式の昼食と手作

りケーキでお祝いしています。月に一度のお楽し

み！子どもたちの会話も弾む、楽しい時間です。

園からのメッセージ

一人ひとりを大切に、愛情をたっぷりそそぎなが

ら成長を見守っていく…それが私たちの保育方針

です。

そして、大人も子どもも「明るく元気に笑顔で」

を合言葉に、毎日楽しく過ごしています。

また、平成２４年に開園した徒歩１５分の分園と

お互いに行き来し、交流を深めています。

南越谷
みなみ こし がや

保育園(60)

越谷
こ し が や

レイクタウンさくら保育園(63)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 
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開 園 年 月 平成２１年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施）
４月 ★入園式  10月 ★運動会 ハロウィンparty 

５月 ★保育参加・懇談会(0・1歳児)
さつま芋苗植え 

11月 防災訓練 消防車体験
お芋party 

６月 ★保育参加(4・5歳児) じゃが芋収穫 12月 ★お遊戯会(0・1歳児) 餅つきごっこ

７月 すいか割り ★夏祭り サマースクール １月 新春お楽しみ会 凧揚げ 

８月  ２月 ★音楽発表会(3～5歳児) 

９月 ★保育参加・懇談会(2・3歳児) 
★お遊戯会(2・3・4・5歳児) 

３月 ★卒園式 ★学級懇談会 

そ の他 お誕生会 避難訓練 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費
主食費 ■必須 □選択 1,000 毎月

３歳児以上 副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月
通園リュック □必須 ■選択 2,500 入園時 ２歳児以上
クラス帽子 □必須 ■選択 650 入園時 ０～３歳児
クラス帽子 □必須 ■選択 600 入園時 ４・５歳児
体操着ポロシャツ □必須 ■選択 2,550 入園時 ２歳児以上
体操ズボン □必須 ■選択 2,550 入園時 ２歳児以上
制服（上着） □必須 ■選択 8,030 入園時 ３歳児以上
制服（ｽﾞﾎﾞﾝ・ｽｶｰﾄ） □必須 ■選択 5,780 入園時 ３歳児以上
制服リボン □必須 ■選択 880 入園時 ３歳児以上
鍵盤ハーモニカ □必須 ■選択 7,000 入園時 ３歳以上
寝具経費 ■必須 □選択 1,000 毎月 ０～４歳児
寝具経費 ■必須 □選択 500 毎月 ５歳児
教育教材費 ■必須 □選択 580 毎月 ３歳児
教育教材費 ■必須 □選択 680 毎月 ４歳児
教育教材費 ■必須 □選択 780 毎月 ５歳児
行事協力費 ■必須 □選択 300 毎月 ０～２歳児
行事協力費 ■必須 □選択 500 毎月 ３～５歳児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人松沢福祉会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 

年齢 
満１歳の誕生日を迎えた

日から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間 
※状況に応じて
延びることが
あります

0～1 
歳児 

11 日目から通常保育 
(移行児は 8 日目から) 

2 歳児 
8 日目から通常保育 
(移行児は 2 日目から) 

3～5 

歳児 

8 日目から通常保育 

(移行児は 2 日目から) 

保育園の特徴

総合幼児教育研究会のプログラムに基づき、毎

日の体力づくり、規則正しい生活習慣を育て、日

常生活の中で言葉や文字（漢字絵本、百人一首、

英語など）への興味や関心を育て、日本文化（茶

道、書道）などをとおして人としてのおもてなし

の心や所作を学び、道徳性の芽生えを培い、子ど

もたちと共に楽しく過ごします。

園からのメッセージ 
隣地に小学校と幼稚園があり、さまざまな交流を

持つ環境の保育園です。天才的な好奇心と運動意欲
を持つ素晴らしい成長期に豊かな環境と望ましい
経験を与えることが子どもの一生を左右します。保
護者も保育士も働きやすい環境を整え、子どもたち
が頭と体を１００％使い素直な人間らしい心を育
て、ご家族の皆様と共にやさしく穏やかな保育を目
指し頑張っています。

開 園 年 月 平成２３年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 進級式 ★入園式 10月 ★運動会

５月 動物広場 ★保育参加 11月 ★親子遠足

６月 プール開き 12月 ★もちつき クリスマス会

７月 ★夏祭り 七夕会 １月 ★表現発表会

８月 5歳児デイキャンプ 4歳児宿泊学
習 ボディペインティング 

２月 節分 ★作品展

９月 ★保護者交流会 ３月 ★卒園式

そ の他 ★誕生会(毎月) 園外散歩 避難訓練 小・中学校交流会 内科・歯科検診 ★個別面談
祖父母交流会 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費
主食費 

■必須 □選択 700 毎月 3歳児
■必須 □選択 800 毎月 4歳児
■必須 □選択 1,000 毎月 5歳児

副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月 3歳児以上
長袖トレーナー ■必須 □選択 3,380 入園時 1歳児以上
園半ズボン ■必須 □選択 1,480 入園時 1歳児以上
通園カバン ■必須 □選択 2,200 入園時 2歳児以上
カラー帽子 ■必須 □選択 590 入園時 全園児
保育参加(保護者の給食代) □必須 ■選択 200 年 1回 全園児
園外宿泊学習参加費 □必須 ■選択 5,000 年 1 回 5歳児
園内宿泊保育の食事代 □必須 ■選択 500 年 1回 4・5歳児
遠足代(保護者分) □必須 ■選択 3,500 年 1 回 参加保護者のみ
布団レンタル代 ■必須 □選択 1,020 月 1 回 業者と相対
布団乾燥代 ■必須 □選択 1,200

(5 歳児 600)
年 1 回 業者と相対

卒園アルバム代 □必須 ■選択 8,500 積立方式 5 歳児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人相模会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日

4月1日(進級式で原則在園児(持ち上がり児)のみ登
園。新入園児は原則4月2日から) 
3月 31日(卒園式のため原則4，5歳児のみ登園) 
※日曜日等の関係で、変更となる場合があります。

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 
年齢 

満１歳の誕生日を迎えた
日から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

5 日目から通常保育 
(移行児は 4 日目から) 

3～5 
歳児 

4 日目から通常保育 
(移行児は 3 日目から) 

土曜日等の
共同保育 

土曜日とお盆(8/13～16)の保育は
の～びる保育園で行います 

保育園の特徴

平成２３年４月にの～びる保育園の分園とし

て開設。地域子育て支援センター「おへその広場」

を併設。室内は木調、漆喰の壁、十分な採光をと

り、園庭は南庭、中庭、北庭(芝生)と充分に運動

設備が整っています。の～びる保育園との交流活

動を活発に行い、大きな集団生活も経験していま

す。

園からのメッセージ

家庭と連携を大切にし、地域社会との交流も積極

的に展開しています。また、様々な直接体験＜第一

次経験＞を重視し、デイキャンプ活動、調理活動、

造形活動、体験保育等を大切にしています。

一人ひとりの可塑性を大切にするとともに集団

の中で成長していく力を育む保育を重視します。

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

の～びるこどもの家
い え

保育園(65)

松沢
ま つ ざ わ

保育園(64)
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開 園 年 月 平成２４年５月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 ★入園式 10 月 ★運動会 

５月 ★幼児組親子遠足 

★個別面談 
11 月

★個別面談 お店屋さんごっこ

６月 プール開き ★保育参観 12 月 おもちつき会 クリスマス会 

７月 七夕まつり ★夏祭り １月

８月 プールじまい ２月 豆まき ★保育発表会 

９月
 ３月

ひな祭り お別れ会 

お別れ交流会 ★卒園式 

その他 ★月に一度程度保育参加あり（自由参加） 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費
主食費 ■必須 □選択 800 毎月 

３歳児以上 
副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月 

災害共済金 ■必須 □選択 240 年１回 全園児 

スナップ写真代 □必須 ■選択 １枚53 注文後 希望者のみ 
カラー帽子 □必須 ■選択 900 入園時 全園児

布団乾燥代 □必須 ■選択 560/月 6 か月毎 希望者のみ

ワーク代 ■必須 □選択 350程度 年１回 5歳児

ピアニカﾏｳｽﾋﾟｰｽ □必須 ■選択 380 程度 年１回 5歳児希望者のみ

遠足参加費用 □必須 ■選択 実費 その都度 3歳児以上

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人中又会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 

年齢 
満１歳の誕生日を迎えた

日から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

5 日目から通常保育 
(移行児は 2 日目から) 

3～5 

歳児 

5 日目から通常保育 

(移行児は 2 日目から) 

保育園の特徴

毎月の誕生会や行事は、少人数を生かし全員で

楽しんでいます。家庭的な雰囲気の中で、異年齢

児との交流も深まり、お互いに声を掛け合う姿が

見られ微笑ましいです。

運動会は広いグラウンドを借り、本園と合同で

行っています。「親子で楽しむ運動会」をテーマ

に、本園と協力し合い取り組んでいます。

園からのメッセージ

徒歩１５分の本園としっかり連携を取りながら、

「明るく元気に笑顔で」をモットーに元気いっぱい

過ごしています。

家庭的な雰囲気を大切に、子どもたちが「保育園

って楽しい！！」と思ってくれるよう日々努力して

いきたいと思います。

開 園 年 月 平成２４年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 10 月 ★運動会 
５月 田植え 11 月 保護者懇談会 
６月 ★保護者懇談会 12 月 クリスマス会 
７月 ★どろんこ祭り １月 お正月遊び 
８月 盆踊り会 ２月 ★どろんこフェスタ 
９月 稲刈り ３月 ★卒園式 
その他 誕生会(お子さんの誕生月)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 
徴収時
期 対象クラス 

延長保育料 
※他園と異なります

■必須 □選択 500/30 分
(19:30以降 1,000/30 分)

毎月 全園児(標準時間 

認定は月極料金有)

給食費

主食費 ■必須 □選択 3,000 毎月 
３歳児以上 

副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月 

夕食代 □必須 ■選択 500/食又は 9,000/月 毎月 希望者のみ

帽子 ■必須 □選択 1,100 入園時 全園児 
名札（２枚） ■必須 □選択 300 入園時 全園児 

製作バッグ ■必須 □選択 200 入園時 全園児 

ふとパス3色 ■必須 □選択 726 入園時 ３歳児以上 

銭湯 ■必須 □選択 200/回 年１回 ３歳児以上 

鍵盤ハーモニカ □必須 ■選択 5,500 年１回 ５歳児 

遠足代 □必須 ■選択 必要があれば都度徴収 全園児 
のびのび教室教材費 □必須 ■選択 900 随時 ３歳児以上 

草履 □必須 ■選択 1,700 年１回 希望者のみ 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人どろんこ会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～20:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 

年齢 
生後２か月から（慣れ保

育後） 

その他

なし 
※延長保育料の料金設定
が他園と異なります
（右記のとおり）

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

1 日目から通常保育 
(移行児は 1 日目から) 

3～5 

歳児

1 日目から通常保育 

(移行児は 1 日目から)

保育園の特徴

私たちは、いうことをきく子を育てるのでも、

指示を待つ子を育てるのでもありません。年齢の

違う子同士、障がいの有無に関係なく、どの子も、

やってみたいこと・思い通りにならないこと、す

べて実際に経験します。私たちは、10 より 100 の

ホンモノの経験の機会を子どもに用意し、「子ど

も自らが選択しやってみる」を実現します。

園からのメッセージ

幼少期に育みたい社会性、忍耐力、思考力、集中

力、気持ちをコントロールする力など「非認知能力」

を毎日の生活の中で獲得することや、外遊びや畑仕

事、動物の世話などを通して、身近な自然の中での

発見や生き物の生死など、環境認識や原体験を大切

に考えています。

越谷
こ し が や

どろんこ保育園(平方) (67)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

越谷
こ し が や

レイクタウンさくら保育園分
ぶ ん

園
え ん

(68)
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開 園 年 月 平成２５年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 ★クラス懇談会 10月 ★A.g playday(運動会) 内科健診
５月 交通安全教室 園外保育(3～5歳

児) ★子育て応援会(自由参加)
11月 園外保育(3～5歳児)

★お父さんのやきいもタイム(希望者)

６月 内科健診 歯科健診 12月 ★お楽しみ会 ★クラス懇談会
クリスマス会 もちつき  

７月 七夕 ★りんご夏祭り ﾌﾟｰﾙ開き １月 鏡開き
８月 一年生同窓会 プール納め ２月 節分豆まき ★個人面談(希望制)
９月 お月見会 ★引き渡し訓練 ３月 ひな祭り ★親子お別れ遠足(5 歳児)

お別れ会 ★卒園式(5歳児) 進級式
その他 毎月…誕生会、避難訓練、身体測定

その他…運動遊び、おはなし会、お手玉遊び、★保育参観、保育士体験

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費
主食費 ■必須 □選択 1,000 毎月 

３歳児以上
副食費 ■必須 □選択 5,500 毎月 

布団レンタル ■必須 □選択 1,400 毎月 全園児(5歳児は選択)

雑費 ■必須 □選択 500 毎月 全園児
通園かばん ■必須 □選択 4,400 入園・進級時 2～5歳児
クラスカラー帽子 ■必須 □選択 1,140 入園・進級時 全園児
体操着(Tシャツ) ■必須 □選択 1,000 入園・進級時 3～5歳児
体操着(半ズボン) ■必須 □選択 1,260 入園・進級時 3～5歳児
お便りケース ■必須 □選択 300 入園時 全園児
セキュリティカード ■必須 □選択 1,000 入園時 全園児
名札 ■必須 □選択 130 入園・進級時 全園児
作品ファイル ■必須 □選択 110 入園・進級時 全園児
ロッカー収納ケース ■必須 □選択 500 入園時 全園児
行事協力費 ■必須 □選択 300 毎月 全園児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人畔上記念福祉会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 
年齢 

満１歳の誕生日を迎えた

日から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間 
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

8 日目から通常保育 
(移行児は 7 日目から) 

3～5 

歳児 

6 日目から通常保育 

(移行児は 6 日目から) 

保育園の特徴

●子ども同士の関わり合いの中で、「見て・真似

て・学び合う」ことを基本とし、異年齢保育を

大切にしています。

●子ども達の自発的な遊びを主体とし、ゾーンで

友達と関わりながら十分に遊んで過ごします。

●３・４・５歳児は、お当番活動をしながらセミ

バイキング形式で毎日食事を楽しんでいます。

園からのメッセージ

蒲生駅から徒歩２分。畔上公園が保育園となり 10

年が経ちます。木々や畑、ビオトープなど緑豊かな

園庭で自然と触れ合ったり、安田式運動遊具でたく

さん体を動かして遊んだりしています。

子ども達の一番の学びは遊びの中ですので、室内

も自ら遊びを選択できる複数のゾーンがあり、好き

な遊びを異年齢で楽しめる環境となっています。

開 園 年 月 平成２７年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式、★親子遠足(3～5歳) 10月 ★運動会、姉妹園訪問(乗り物体験)
５月 こいのぼりの会、菜園活動(種ま

き)、姉妹園訪問(乗り物体験) 
11月 姉妹園(5 園)による合同運動会(5 歳

児) 
６月 ドキドキ体験(生き物)、水あそび開

き、感触あそび 
12月 ★表現発表会(2～5歳)、

クリスマス会 
７月 七夕の会、お泊り保育(5歳) １月 七草の会、鏡開き、★表現発表会(0､

1 歳児) 
８月 夏祭り、菜園活動(夏野菜収穫) ２月 節分の会、大型壁面制作(3～5歳児)
９月 お月見の会、

菜園活動(さつま芋収穫) 
３月 ひな祭りの会、お別れ遠足(5 歳児)、

★卒園式 

その他 ★誕生日会(お子さんの誕生月)、避難訓練(毎月)
ピクニック3・4・5歳児（各クラス4回程度） 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費 
主食費 ■必須 □選択 1,000 毎月(年払い可)

３歳児以上 
副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月(年払い可)

寝具リース代 ■必須 □選択 1,000 毎月(年払い可) 全園児
災害共済給付 ■必須 □選択 300 年１回 全園児
カラー帽子(日除け付) ■必須 □選択 1,155 入園時 全園児
通園バッグ ■必須 □選択 4,000 入園 進級時 3歳以上児
体操着上着(半袖) ■必須 □選択 3,100 入園 進級時 3歳以上児
体操着短パンツ ■必須 □選択 2,300 入園 進級時 3歳以上児
ピアニカ唄口 □必須 ■選択 550 入園 進級時 5歳児
教育教材費 □必須 ■選択 800 毎月(8・3月なし) 3歳以上児
月刊誌 □必須 ■選択 400 程度 毎月 3歳以上児
遠足費(入館料,交通費) □必須 ■選択 実費 年2回 3歳以上児
姉妹園交流時の交通費 □必須 ■選択 実費 年4回位 5歳児
公共施設訪問交通費 □必須 ■選択 実費 年2回位 3歳以上児
お泊り保育参加費 □必須 ■選択 1,000 年 1 回 5歳児
講師料(希望者) □必須 ■選択 随時案内 毎月 4・5歳児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人東萌会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 

年齢 
満１歳の誕生日を迎えた

日から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

7 日目から通常保育 
(移行児は 4 日目から) 

3～5 

歳児 

7 日目から通常保育 

(移行児は 4 日目から) 

保育園の特徴
０～２歳児については、心地良い環境の中で安心

して過ごせるようにしています。ひとり一人の気持
ちに寄り添いながら、楽しく卒園までに「生きる力
の基礎」が身につけられるよう年齢に沿った保育内
容に取り組み、専門講師を招いた音楽活動、知育遊
びを導入しています。また、お子さまの希望に沿っ
た選択制のフラクラブ活動もあります。５歳児は就
学に向けた保育内容になります。

園からのメッセージ
園生活の様子をインスタグラムでご覧いただけ

ます。情育・知育・意育・体育をバランス良く取り
入れています。０～２歳児は、温かな愛情と丁寧な
関わりの中でお子さまが安心して生活を送れるよ
うにしています。３～５歳児は、お子さまが主体と
なって遊び、互いに協力しあって学べるよう様々な
体験や経験、遊びができるような保育に取り組んで
います。いつでも見学にお越しください。

埼玉東萌
さ い た ま と う ほ う

保育園(39)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

あぜがみりんご保育園(69)
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開 園 年 月 平成２７年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 10 月 ★運動会 
５月 田植え 11 月 保護者懇談会 
６月 ★保護者懇談会 12 月 お正月準備 
７月 ★どろんこ祭り １月 日本の伝統を知ろう 
８月 ボディペインティング ２月 ★はっぴぃどろんこDAY 
９月 稲刈り ３月 ★卒園式 
その他 誕生会(お子さんの誕生月)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

延長保育料 
※他園と異なります

■必須 □選択 500/30 分 毎月 全園児(標準時間

認定は月極料金有)

給食費
主食費 ■必須 □選択 3,000 毎月 

３歳児以上 
副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月 

帽子 ■必須 □選択 1,100 入園時 全園児 

名札（２枚） ■必須 □選択 300 入園時 全園児 

製作バッグ ■必須 □選択 200 入園時 全園児 

ふとパス3色 ■必須 □選択 726 入園時 ３歳児以上 

銭湯 ■必須 □選択 200/回 年１回 ３歳児以上 

鍵盤ハーモニカ □必須 ■選択 5,500 年１回 ５歳児 
遠足代 □必須 ■選択 必要があれば都度徴収 全園児 

のびのび教室教材費 □必須 ■選択 900 随時 ３歳児以上 

草履 □必須 ■選択 1,700 年１回 希望者のみ 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人どろんこ会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 
年齢 

生後２か月から（慣れ保
育後） 

その他

なし 
※延長保育料の料金設定
が他園と異なります
（右記のとおり）

標準的な慣
れ保育期間 
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

1 日目から通常保育 
(移行児は 1 日目から) 

3～5 
歳児

1 日目から通常保育 
(移行児は 1 日目から)

保育園の特徴

私たちは、いうことをきく子を育てるのでも、

指示を待つ子を育てるのでもありません。年齢の

違う子同士、障がいの有無に関係なく、どの子も、

やってみたいこと・思い通りにならないこと、す

べて実際に経験します。私たちは、10 より 100 の

ホンモノの経験の機会を子どもに用意し、「子ど

も自らが選択しやってみる」を実現します。

園からのメッセージ

園庭ではヤギ・鶏と触れ合います。近隣散歩では

自然体験の中で小さな生き物や自然の不思議を感

じたり、四季の変化を感じるなど、豊かな感性を育

んでいます。生活の組み立ては子どもたちの考えを

反映させながら「自分たちで考え・相談し、行動で

きる喜びを感じられる」主体的・応答的保育を目指

しています。

開 園 年 月 平成２７年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 ★懇談会 10 月 ★運動会 ★個人面談(3～5歳)

遠足 
５月 ★個人面談(0～2 歳) 11 月 内科検診 消防署立会訓練
６月 歯科・内科検診 １年生招待 12 月 ★発表会 クリスマス会
７月 七夕会 プール開き 夏まつり １月 餅つき お店屋さんごっこ
８月 ★引渡し訓練 ２月 豆まき お別れ遠足
９月 ３月 ★卒園式
その他 ★誕生日会(お子さんの誕生月) ★保育参観(5・4 歳:5 月、3～0歳:6月)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費 
主食費 ■必須 □選択 1,000 毎月

３歳児以上 
副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月

布団レンタル ■必須 □選択 1,200 毎月 全園児
スモック ■必須 □選択 2,200 入園時 1 歳以上
カラー帽子 ■必須 □選択 950 入園時 全園児
通園バック ■必須 □選択 3,850 入園時 3 歳以上
体操着（上） ■必須 □選択 2,200 入園時 3 歳以上
体操着（下） ■必須 □選択 2,000 入園時 3 歳以上
ジャージ（上） ■必須 □選択 2,850 入園時 3 歳以上
ジャージ（下） ■必須 □選択 2,950 入園時 3 歳以上
お知らせバサミ ■必須 □選択 400 入園時 3 歳以上
絵本代 ■必須 □選択 370～440 毎月 2 歳以上
行事雑費 ■必須 □選択 350 毎月 全園児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人童育会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日

４月１日(新年度準備のため在園児のみ

登園) 

３月３１日(クラス移動のため年長児

（卒園児）のみ登園自粛協力日)

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 
年齢 

満１歳の誕生日を迎えた
日から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

7 日目から通常保育 
(移行児は 5 日目から) 

3～5 

歳児 

5 日目から通常保育 

(移行児は 3 日目から) 

保育園の特徴

東武鉄道の高架下、北越谷駅から徒歩７分程の

場所にあり、電車通勤の保護者の方にとっても、

利便性の高い保育園です。送迎用の駐輪・駐車ス

ペースが確保されています。また、門扉のオート

ロックや防犯カメラの設置など、セキュリティを

強化しています。雨が降っても園庭で遊べるのも

一つの特徴です。

園からのメッセージ

０～２歳クラスは、ゆったりとした家庭的な雰囲

気の中で、一人ひとりの発達段階に合わせた保育。

３～５歳クラスは、友達と先生と関わりながら体を

思いっきり使って遊び、自分の要求や思いを出し合

って、友達や先生と関わりながら、一人ひとりの気

持ちを尊重し、思いやりの心を育てることを大切に

しています。みんな元気一杯、楽しく過ごしていま

す。

第二
だ い に

おおたけ保育園(41)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

越谷
こ し が や

レイクタウンどろんこ保育園(40)
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開 園 年 月 平成２７年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 ★入園式 ★懇談会 10 月 ★運動会 遠足  

５月 ★個人面談 11 月 ★ふれあい参観 内科検診 

６月 内科検診・歯科検診
★親子であそぼう（2歳児）

12 月 消防署立ち合い訓練
クリスマス会 

７月 七夕会 プール開き  １月 お正月会 

８月 ★夏まつり ２月 豆まき会 ★発表会 

９月 ★引き取り訓練 ３月 ひなまつり会 お楽しみ会(2 歳
児) ★修了式 ★懇談会  

その他 ★誕生会（お子さんの該当月）
※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

カラー帽子 ■必須 □選択 900 入園時 全園児 
遊び着(長袖) ■必須 □選択 1,650 入園進級時 ２歳児 
遊び着(半袖) ■必須 □選択 1,450 入園進級時 ２歳児 
セキュリティカード ■必須 □選択 1,100 入園時 全園児 
行事費 ■必須 □選択 300 毎月 全園児 
布団リース ■必須 □選択 1,200 毎月 全園児 
月刊絵本 ■必須 □選択 380～400 毎月 ２歳児 
名札 ■必須 □選択 150 必要時のみ 全園児 
保護者証ケース ■必須 □選択 50 必要時のみ 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 学校法人武藤学園 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日
４月１日(新年度準備のため在園児のみ

登園)

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 

年齢 
満１歳の誕生日を迎えた

日から（慣れ保育後） 

その他 なし 
標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

7 日目から通常保育 
(移行児は 5 日目から) 

保育園の特徴

広々と開放的な敷地の中に西大袋保育園と大

袋幼稚園があります。広い園庭には大きな固定遊

具（りんごの森・冒険の森）があります。子ども

たちにとっては、とても魅力的な遊具です。中庭

にはふくろうのすべり台や砂場があり、０・１・

２歳児でものびのびと遊ぶことができます。雨の

日は広いホールでも遊べます。

園からのメッセージ

暖かく家庭的な雰囲気の中で、子どもたちとゆっ

たりと向き合い、日々の成長や変化をしっかりとと

らえ、保護者の方と一緒に子どもたちの成長を感

じ、喜び合っていきたいと思います。そして、子ど

もたちの瞳がキラキラ輝けるような保育を心がけ

て、子どもたち、保護者のみなさん、職員みんなが

笑顔で過ごせる保育園を目指しています。

開 園 年 月 平成２８年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式（該当児の親子） 10 月 秋の遠足(幼児) ハロウィン集会
５月 幼児徒歩散歩遠足 内科検診 11 月 総合避難訓練
６月 ★保育参観 歯科検診 12 月 ★生活発表会 クリスマス会
７月 七夕集会 ★幼児個別面談 １月 初詣散歩
８月 夏祭り ２月 節分集会 クラス懇談会
９月 ★運動会 ３月 ひな祭り会 さくら咲く会(お別れ会)

★卒園式(該当児の親子) 
その他 ★保育士体験及び給食試食会、ブーケタイム(月1回)、食育(野菜の収穫、クッキング等)、

保護者会主催のお楽しみ会(年２回ほど外部の方を招いて人形劇・吹奏楽の鑑賞) 
※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費
主食費 ■必須 □選択 1,500 毎月

3歳児以上 
副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月

カラー帽子 ■必須 □選択 940 入園時 全園児
名前印鑑 ■必須 □選択 200 入園時 全園児
おたよりばさみ ■必須 □選択 310 入園時 全園児
諸費袋 ■必須 □選択 90 年度始め 全園児
保険代(ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ) ■必須 □選択 300 年度始め 全園児
保育連絡帳（乳児） ■必須 □選択 160 年度始め・都度 0～2歳児
保育連絡帳（幼児） ■必須 □選択 160 年度始め・都度 3歳児以上
出席ブック ■必須 □選択 240 年度始め 3歳児以上
出席シール ■必須 □選択 260 年度始め 3歳児以上
クレヨン12 色 ■必須 □選択 450 年度始め 3歳児以上
自由画帳 ■必須 □選択 205 年度始め 3歳児以上
絵の具セット ■必須 □選択 1,030 年度始め 5歳児
制服 ■必須 □選択 3,870 年度始め 3歳児以上
通園カバン ■必須 □選択 3,590 年度始め 3歳児以上
体操着（上）半袖 ■必須 □選択 1,510 年度始め 3歳児以上
体操着（上）長袖 ■必須 □選択 1,830 年度始め 3歳児以上
体操着（下）短パン ■必須 □選択 1,420 年度始め 3歳児以上
体操着（下）長パン ■必須 □選択 2,300 年度始め 3歳児以上
午睡用敷きパット □必須 ■選択 2,200 希望者のみ 1歳児以上
行事参加費 ■必須 □選択 実費 その都度 全園児
寝具管理運営費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人遍照会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 

年齢 
満１歳の誕生日を迎えた

日から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

7 日目から通常保育 
(移行児は 4 日目から) 

3～5 

歳児 

5 日目から通常保育 

(移行児は 3 日目から) 

保育園の特徴
乳児クラスは、ゆるやかな担当制を取り入れ、

一人ひとりの子どもに深く関わり、子どもの人権
と主体性を尊重し、大切にする保育を心がけてい
ます。３歳児以上のクラスは、異年齢での関わり
の中で、譲り合いや思いやりを育みながら、一人
ひとりの個性を認め、子ども自身が主体的に遊べ
る関わりを大切にしています。

園からのメッセージ
キャンベルタウン公園に近く、四季折々の自然豊

かな環境の中で日々保育を行っています。お子様た
ちの興味や関心を大切に、「やってみたい」、「やって
みよう」という主体的な気持ちに寄り添い、成功体
験を重ねることで、達成感や、自己肯定感を高め、
生きる力の基礎を育てることを目標に保育を行っ
ています。

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

東
ひがし

大沢
お お さ わ

保育園(44)

西
に し

大袋
おおぶくろ

保育園(42) ※３歳児以降、希望者は 大袋幼稚園に入園（ ５７ページ参照）
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開 園 年 月 平成２９年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施）
４月 進級式 ★入園式 10月 ★運動会 4歳児宿泊
５月 ★保育参加 11月 ★親子遠足

６月 プール開き 12月 ★作品展 クリスマス会
７月 ★夏祭り 七夕会 １月 ごっこ遊び もちつき
８月 デイキャンプ(5 歳児) 5歳児宿泊

ボディペインティング 
２月 ★表現発表会

９月 遊びの日 ３月 ★表現発表会 ★卒園式

その他 ★誕生会(毎月) 縦割り保育 園外散歩 避難訓練 内科・歯科検診
中学校交流会 造形の日 音楽の日 運動の日 ★個別面談

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費
主食費 

■必須 □選択 700 毎月 3 歳児 
■必須 □選択 800 毎月 4 歳児 

■必須 □選択 1,000 毎月 5 歳児 

副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月 3 歳児以上 

長袖トレーナー ■必須 □選択 3,380 入園時 1歳児以上 
園ズボン ■必須 □選択 1,480 入園時 1歳児以上 
カバン ■必須 □選択 2,200 入園時 2歳児以上 
カラー帽子 ■必須 □選択 590 入園時 全園児 
保育参加(保護者の給食代) □必須 ■選択 200 年 1回 全園児 
園外宿泊学習参加費 □必須 ■選択 5,000 年 1回 5 歳児 
園内宿泊保育の食事代 □必須 ■選択 500 年 1回 4・5 歳児 
親子遠足代(保護者分) □必須 ■選択 3,500 年 1回 参加保護者のみ

布団レンタル ■必須 □選択 1,020 
(0 歳児 1,330)

月 1 回 業者と相対 

布団乾燥代 ■必須 □選択 1,200 
(5 歳児 600)

年１回 業者と相対 

卒園アルバム代 □必須 ■選択 8,350 積 立 方 式 5 歳児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人相模会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日

4月1日(進級式で原則在園児(持ち上がり児)

のみ登園。新入園児は原則 4月 2 日から) 

3 月 30 日(卒園式のため原則 4，5 歳児のみ登

園) 
※日曜日等の関係で、変更となる場合があります。

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 

年齢 
満１歳の誕生日を迎えた

日から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

5 日目から通常保育 
(移行児は 4 日目から) 

3～5 
歳児 

4 日目から通常保育 
(移行児は 3 日目から) 

保育園の特徴
平成２９年４月に開設し、７年目を迎えます。

越谷レイクタウン駅南口から徒歩４分。生産者緑
地と遊水池に隣接し、環境に恵まれております。
 運営主体である相模会は昭和５５年に設立さ
れ、地域に根ざし伝統と実績を有しています。

保育の質を大切に、また誠実な子育て支援を行
い、子どもたちの豊かな成長発達、保護者支援を
実施します。

園からのメッセージ

家庭や地域社会との連携を大切にします。子ども

の育ちと保護者の利便性の整合を図り、「子育ち・子

育ち支援」がモットーです。多様な直接経験、多様

な人々との人格交流を図り、きめ細かい保育・総合

活動に取り組む中で、一人ひとりの可能性を育み、

かつ集団での成長していく社会力を育む保育を目

指します。

開 園 年 月 平成３０年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 ★入園式 進級式 ★懇談会 10 月 秋の遠足 ハロウィン 

５月 ★保育参観・個人面談(幼児組) 11 月 七五三 

６月 ★保育参観・個人面談(乳児組) 12 月 ★お遊戯会 クリスマス会 

７月 七夕の集い プール開き １月 お正月遊び かるた大会 

８月 ★夏祭り ２月 ﾏﾗｿﾝ大会 なわとび大会 ★懇談会 

９月 ★引き取り訓練 ★運動会 ３月 ★卒園式 お別れ会 

その他 お誕生日会(毎月) 身体測定(毎月) 避難訓練(毎月) 内科検診(年 2回) 

歯科検診(年1回) 遠足(年 1回) 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費
主食費 ■必須 □選択 2,500 毎月 

３歳児以上 
副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月 

にじの駅Ｔシャツ ■必須 □選択 1,900 入園時 全園児 
カラー帽子 ■必須 □選択 1,034 入園時 全園児 
制服・帽子(夏・冬) ■必須 □選択 27,357 入園時 ３歳児以上 
通園ランドセル ■必須 □選択 2,420 入園時 ３歳児以上 
あそび着スモック ■必須 □選択 1,599 入園時 ３歳児以上 
お道具セット ■必須 □選択 3,610 入園時 ３歳児以上 
シール帳 ■必須 □選択 690 年１回 ３歳児以上 
セコムカード □必須 ■選択 1,000 入園時 全園児 
おむつ処理 □必須 ■選択 5,000 年１回 ０・１歳児 
おむつ処理 □必須 ■選択 2,500 年１回 ２・３歳児 
メロディオン □必須 ■選択 7,260 5 歳児進級時 ５歳児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人三樹会 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日
8 月最終土曜日(職員研修のため) 

3 月第２土曜日(卒園式のため) 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 
年齢 

生後３か月から（慣れ保
育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

10 日目から通常保育 
(移行児は 10 日目から) 

3～5 
歳児 

8 日目から通常保育 
(移行児は 8 日目から) 

保育園の特徴

越谷レイクタウン駅から徒歩２分。イオンレイ

クタウン kaze が隣にある保育園です。

にじの駅保育園は、JR 東日本グループが推進

する子育て支援と高齢者福祉の複合施設「コトニ

ア」として、にじの駅学童クラブ・レイクタウン

保育ステーション・デイサービスが同じ敷地にあ

り、イベントを通して多世代交流をしています。

園からのメッセージ

保育活動の中に専門講師による「英語」、「体操」、

「リトミック」、「コーディネーショントレーニン

グ」を行い、いろいろな活動の中から子どもたちの

好奇心を満たし、子どもたち自身が好きなことを見

つけ、意欲を引き出すような環境づくりをしていま

す。

にじの駅
え き

保育園(46)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

みずべこどもの家
い え

保育園(45)
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開 園 年 月 平成３０年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 ★入園式・懇談会 春の遠足(3～5歳児) 10 月 ハロウィン 

５月 内科健診 11 月 ★秋の遠足 

６月 歯科検診 12 月 ★クリスマス発表会

７月 ★夏祭り、プール開き １月

８月  ２月 節分 

９月 ★運動会 ３月 ★卒園式 

その他 毎月：お誕生日会・避難訓練・食育・身体測定、保育参加 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費 
主食費 ■必須 □選択 400 毎月

３歳児以上副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月
登園リュック(小) ■必須 □選択 3,000 入園時 ０～２歳児
登園リュック(大) ■必須 □選択 4,800 入園時 ２～５歳児
連絡ノート ■必須 □選択 200 適宜 全園児
出席シール帳 ■必須 □選択 500 入園時 ３歳児以上
カラー帽子 ■必須 □選択 700 入園時 全園児
スモック ■必須 □選択 2,150 入園時 全園児
ベッドシーツ ■必須 □選択 2,200 入園時 全園児
自由画帳 ■必須 □選択 380 入園時 ２歳児以上
お道具箱 ■必須 □選択 3,700 入園時 ３歳児以上
体操服上下 ■必須 □選択 4,600 入園時 ３歳児以上
ピアニカ □必須 ■選択 4,800 適宜 ３歳児以上

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 株式会社フロンティアキッズ 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 
年齢 

生後６か月から（慣れ保

育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間 
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

10 日目から通常保育 
(移行児は 6 日目から) 

3～5 
歳児 

6 日目から通常保育 
(移行児は 4 日目から) 

保育園の特徴
０～５歳児の定員７８名の保育園です。つぐみ

保育園分園が連携施設となり、３歳児クラス以降
の移行園となります。異年齢交流を取り入れ、そ
の中で人との関わりを大切にしながら社会性を
身につけています。戸外遊びをたくさん取り入
れ、思い切り身体を動かし遊ぶことも大事にして
います。幼児クラスから週１回「体操の日」を設
けリトミック等の運動遊びに取り組んでいます。

園からのメッセージ
知育・徳育・体育のバランスのとれたＥＱ教育と子ども一

人ひとりの気持ちを尊重し、たくさんの愛情の中で「自己肯

定感」を高めることのできる保育を行っています。「やりた

い！」を引き出せる環境作りから子どもたちの自由な発想を

大事にしています。その中で自然を取り入れた素材遊びから

の発見や、試行錯誤する中で子どもの好奇心や創造性を育ん

でいます。遊びや活動の中でたくさんの経験や体験を通して

子どもたちの心の成長を見守っています。

開 園 年 月 平成２７年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 ★入園式・懇談会、春の散歩 10 月 ハロウィン 

５月 内科健診 11 月 ★秋の遠足 

６月 歯科検診 12 月 ★クリスマス発表会 

７月 ★夏祭り、プール開き １月  

８月 スイカ割り ２月 節分 

９月 ★運動会 ３月 ★お別れ会 

その他 毎月：お誕生日会・避難訓練・食育・身体測定、保育参加 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

登園リュック(小) ■必須 □選択 3,000 入園時 ０～２歳児
登園リュック(大) ■必須 □選択 4,800 入園時 ２歳児
連絡ノート ■必須 □選択 200 適宜 全園児
カラー帽子 ■必須 □選択 700 入園時 全園児
スモック ■必須 □選択 2,150 入園時 全園児
ベッドシーツ ■必須 □選択 2,200 入園時 全園児
自由画帳 ■必須 □選択 380 入園時 ２歳児以上

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 株式会社フロンティアキッズ 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象
年齢 

生後６か月から（慣れ
保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

10 日目から通常保育 
(移行児は 6 日目から)

土曜日等の
共同保育 

土曜日の保育はつぐみ保育園で行
います 

保育園の特徴
０～２歳児の定員３０名の保育園です。当園は

２歳児クラスまでですが、３歳児クラス以降は、
本園にそのまま進級できます。アットホームで
「お家」のような雰囲気がある分園は、一人ひと
りと十分にゆったりと関わることを大切にして
います。また、その中で集団生活での社会性を学
ぶことができます。戸外遊びをたくさん取り入
れ、思い切り身体を動かし遊ぶことも大事にして
います。

園からのメッセージ

知育・徳育・体育のバランスのとれたＥＱ教育を

行っています。また温かな雰囲気の中で子ども一人

ひとりの気持ちを尊重し、たくさんの愛情の中で

「自己肯定感」を高めることのできる保育を行って

います。「やりたい！」を引き出せる環境作り、その

中で様々な体験はもちろんのこと、ワンフロアの環

境を活かし異年齢の関わりも深めていけます。

つぐみ保育園分
ぶ ん

園
え ん

(43) ※３歳児以降は、つぐみ保育園に入園（「２歳児クラスまでの保育所」に該当しません）

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

つぐみ保育園(47)
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開 園 年 月 平成３０年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 懇親会 10 月 ★運動会 ハロウィン 

５月 健康診断 11 月 徒歩遠足 

６月 ★保育参加 歯科検診 12 月 クリスマス会  

７月 夕涼み会 七夕会 プール開き １月 ★個人面談 交通安全教室 

８月 ★夏まつり ２月 節分 ★発表会 

９月 ★引取訓練 ３月 ひなまつり ★卒園式 

その他 毎月：お誕生日会、避難訓練、身体測定 体操教室、おんがくひろば 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費 
主食費 ■必須 □選択 800 毎月

3 歳児以上 
副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月

カラー帽子 □必須 ■選択 740 入園時 0 歳児 
カラー帽子 ■必須 □選択 1,015 入園時 1 歳児以上 
体操服(上)半袖 ■必須 □選択 2,570 入園時 3 歳児以上
体操服(下)短パンツ ■必須 □選択 1,900 入園時 3 歳児以上 
ジャージ(上) ■必須 □選択 4,450 入園時 3 歳児以上 
ジャージ(下) ■必須 □選択 3,670 入園時 3 歳児以上
スモック ■必須 □選択 1,580 入園時 1 歳児以上 
上履き □必須 ■選択 1,300 入園時 3 歳児以上 
保育ノート ■必須 □選択 180 入園時・随時 0～2歳児
出席ノート ■必須 □選択 430 年 1回 3 歳児以上 
くまさんゆうびん ■必須 □選択 350 入園時 全園児 
じゆうが帳 ■必須 □選択 290 入園時・随時 1 歳児以上
おどうぐ箱セット ■必須 □選択 3,490 入園時 3 歳児以上 
ベッド用シーツ M □必須 ■選択 2,620 入園時 0～3歳児 
ベッド用シーツ L □必須 ■選択 2,900 入園時 4 歳児以上
おなまえハンコ ■必須 □選択 140 入園時 全園児 
集金袋 ■必須 □選択 100 入園時・随時 全園児 
鍵盤ハーモニカ □必須 ■選択 5,400 入園時 4 歳児以上
教材費 ■必須 □選択 1,500 年 1回 3 歳児以上 
月刊誌 ■必須 □選択 420～450 毎月 3 歳児以上 
行事参加費 ■必須 □選択 実費 都度 全園児
おむつ □必須 ■選択 150 不足時 全園児 
おしりふき □必須 ■選択 180 不足時 全園児 
水遊びパンツ □必須 ■選択 200 不足時 全園児
卒園アルバム代 □必須 ■選択 8,500 年１回 5 歳児 
災害共済掛金 □必須 ■選択 240 年 1回 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 株式会社エンジェルハウス 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日

７月第１土曜日頃(５歳児夕涼み会

のため) 

３月最終土曜日(新年度準備のため)

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 
年齢 

生後２か月から（慣れ

保育後） 

その他 なし 

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

0～2 
歳児 

8 日目から通常保育 
(移行児は 5 日目から) 

3～5 

歳児 

6 日目から通常保育 

(移行児は 4 日目から) 

保育園の特徴
子ども達は外遊びが大好きです。元気にのびの

びと身体を動かしたり、探検をしたり…。外遊び
にはたくさんの発見があります。季節に応じて、
植物や自然に触れながら五感をフルに使います。
また、リトミックや体操教室、幼児クラスからは
鍵盤ハーモニカやワークを取り入れ、就学を見据
えた保育の充実を図ります。

園からのメッセージ
 エンジェルハウスは、「預かる保育」ではなく、心
も身体も「育てる保育」を目指します。大切な時期
のお子様の未知なる可能性を伸ばし、安心して楽し
く通える家庭的な園にしたいと考えます。より家庭
に近い環境で保護者の方と共に成長を喜び、笑顔い
っぱいたくさんの思い出を作っていきたいと思い
ます。子ども達の笑顔は一番の宝物です！

開 園 年 月 令和３年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 ★入園式 10 月 全園児内科検診 

５月 全園児内科検診 11 月

６月 全園児歯科検診 12 月 お楽しみ会 

７月 水遊び １月  

８月 夏祭り ２月

９月 ★引渡し訓練 ３月 ★卒園式 

その他 避難訓練は毎月実施します 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

カラー帽子 必須 □選択 600 入園時等 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 学校法人菊地学園 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日
8月 13 日～15 日(お盆期間) 
3 月末最終土曜日(新年度準備のため) 
4 月入園式(新入園児は４月２日から)

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象 
年齢 

１歳児クラスから（慣れ
保育後） 

その他 なし 
標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて
延びることが
あります

1～2 
歳児 

11 日目から通常保育 
(移行児は 7 日目から) 

連 携 施 設 精華幼稚園

保育園の特徴
１・２歳児各２０名、全園児４０名の認可保育

園です。越谷レイクタウン駅から徒歩９分。園舎
の外壁には 100 本のこころの花が描かれており
ます。コーナー保育を取り入れることで自ら選択
する力の基礎を育み、一人ひとりがじっくりと遊
びこめる空間を大切にしています。子ども同士が
育ち合える第二のおうちのような保育園です。

園からのメッセージ
市内にある学校法人菊地学園が運営し、まあせん

せいが理事長を務める保育園です。当園では、「てい
ねいな保育」を掲げ、日々子どもたちとの関わりを
大切にしています。乳児期に大切にしたい心の成
長、生活面での自立の基礎ということをていねいな
保育の中でしっかりと育み、幼児期の主体性に繋げ
ていけるよう日々保育を行っています。

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

エンジェルハウス保育園(48)

「こころの花
は な

」ほいくえんレイクタウン駅
え き

(49)
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 認定こども園（幼保連携型認定こども園）とは、保育所機能と幼稚園機能の両方を一体的に提供する

とともに、地域の子育て世帯向けの支援事業を実施する施設です。 

 幼稚園と保育所の機能をあわせもち、教育時間の間は、教育標準時間（１号）の児童と一緒に教育・

保育を受けます。教育時間のあと、保育認定を受けているお子さんは、保育所と同様の保育を受けます。 

施設名 
(施設

コード)

所在地 
※(保)保育部分 (教)教育部分

電話番号 
(048)

クラス 
年齢 

最大保育時間
０歳児 特別

支援
保育受可 延長

認定こども園 
わかばの森ナーサリー

30 新越谷 1-31-18 990-1983 0～5 歳児
7:00～19:00 

※１号認定の設定は
ありません 

６ 誕

第二愛隣こども園 31 川柳町 3-275-1 986-0318 0～5 歳児
7:00～19:00 

(１号:8:00～18:00) ３ 誕  

認定こども園小牧 62
(保)大間野町 5-239-2
(教)大間野町 5-147-1

(保)985-0016
(教)985-4890

1～5 歳児
7:00～19:00 

(１号:8:00～18:00)

こばとの里こども園 32 神明町 3-246-3 964-5660 0～5 歳児
7:00～19:00 

(１号:8:00～18:00) ３ 誕

幼保連携型認定こども園

越谷さくらの森 
33 増林 5987-1 

(保)960-1301
(教)966-0301

0～5 歳児
7:00～19:00 

(１号:7:00～19:00) ６ 誕

認定こども園しらこばと幼稚園 34 袋山 631-3 977-8031 1～5 歳児
7:00～19:00 

(１号:7:30～18:30)   △

認定こども園北越谷幼稚園 35 北越谷 3-2-18 976-5717 1～5 歳児
7:00～19:00 

(１号:7:00～19:00)

しらとりこども園 56 弥十郎 275-1 977-7131 0～5 歳児
7:00～19:00 

(１号:7:30～18:30) ３ 誕

認定こども園まどか幼稚園 61 平方 299-2 974-5435 0～5 歳児
7:00～19:00 

(１号:8:00～19:00) ３ 誕

■表の注釈

最大保育時間（前ページ参照） 最大の預かり時間。()内は土曜日（ない場合は平日と同じ）。 

０
歳
児

受可(受入可能月齢)（２０ページ参照） ３…入所希望月初日に生後３か月経過から受入可能 

延長(保育短時間の通常時間(保育所 8:30
～16:30)を超えての預かり)(前ページ参照)

誕…１歳の誕生日から可能 ３…生後３か月経過から可能

特別支援保育（２５ページ参照） ○…中程度まで可 △…軽度は可
※印があっても、施設の受入態勢、条件等により受入できないことがあります。

※（××ページ参照）は、「保育施設・幼稚園等のご案内」のページ数を表します。 

認定こども園

入園方法 
２号・３号認定 市役所で申込

１号認定 園で申込
※いずれの場合も、内定後は、施設との直接契約が必要と

なります）

申込時の保育部分(２号)と教育部分(１号)

の併願
教育部分・保育部分あわせて１つの施設ですので、
両方の認定を受けることはできません。申込時に
どちらか選択し、申し込んでください。 

利用者負担額
３号認定(0～2歳児)

保育所等と同額

１号・２号認定 
(3～5歳児) ０円

上乗せ徴収
認定こども園では、教育時間で認定を問わず同じ
教育を受けます。 
このため、教育にかかる費用として、特別教育費
などの上乗せ徴収があります。 

例 認定こども園の１日 

教育・保育の方針や 
認定による違い、料金 
など、納得して申込いた
だくため、あらかじめ 
説明会への参加や 
見学をお願いします 

8:00～
バス・歩き

朝の自由遊び  お友達や先生と楽しい遊びの始まり(合同保育)

9:45 みんなで朝のごあいさつ

お始まり(朝礼) うたと体操

10:00 ★一斉保育
       体操、リズム遊び、水泳 
       カリキュラムに沿った活動 

12:00 ★昼食
       おいしいご飯をいただきます 

★自由遊び 

14:00 
一斉降園 

順次登園

15:00 おやつ
年少・年中・年長 

教育時間 

順次降園

課外
教室

預かり保育 

１号認定
(3～5歳児)

9:00 朝おやつ 

10:00一斉保育 
リズム遊び、製作、散歩など
カリキュラムに沿って保育

11:00昼食 

みんなで食べるとおいしい!

13:00-15:00 
午睡 zzz 

15:30おやつ 

16:30～19:00
時間外保育・延長保育 

～18:00

２号認定
(3～5歳児)

３号認定
(0～2歳児)

7:00～8:30 時間外保育・延長保育 

ポイント 

さらに、１号認定の預
かり保育について、就
労等をしている方は給
付(施設等利用給付)を受け
られる場合がります。

※申込書等の希望保育施設の欄には、間違え防止のため 

できるだけ施設コードも記入してください。 
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開 園 年 月 平成２２年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 ★入園式、★新入園児個人面談 10 月 お芋ほり 

５月 ★保育参観、内科検診 11 月 園外遠足、消防避難訓練 

６月 ★ふれあいﾋﾟｸﾆｯｸ、歯科検診 12 月 ★音楽会、クリスマス会 

７月 ★夏祭り、林間保育 １月 ★保育士体験 

８月 ★引渡し訓練 ２月 作品展、マラソン大会 

９月 ★敬老参観、★運動会 ３月 ★個人面談、★卒園式 

その他 誕生日会(毎月)、避難訓練 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)・上乗せ徴収以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス 

給食費
主食費 ■必須 □選択 1,000 毎月

３歳児以上 
副食費 ■必須 □選択 4,800 毎月

園指定ﾊﾞｯｸ･水着 ■必須 □選択 6,300 入園時 ３歳児以上
制服 ■必須 □選択 21,350 入園時 ３歳児以上
体操服 ■必須 □選択 13,200 入園時 ３歳児以上
防災頭巾 □必須 ■選択 3,000 入園時 ３歳児以上
スモック ■必須 □選択 1,550 入園時 １・２歳児
保護者会費 ■必須 □選択 350 毎月 ０～２歳児
保護者会費 ■必須 □選択 500 毎月 ３～５歳児
2歳児ｽｲﾐﾝｸﾞ教室 □必須 ■選択 2,500 毎月 ２歳児
寝具リース代 ■必須 □選択 1,200 毎月 ５歳児以外
林間保育代 ■必須 □選択 実費 行事ごと ５歳児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 学校法人植竹学園 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日
4 月 1 日(新年度準備のため) 
8 月 13 日～15 日(お盆で利用しない方が多いため)

開 園 時 間
7:00～19:00
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象
年齢 

満１歳の誕生日を迎えた
日から（慣れ保育後） 

その他 なし

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて延び
ることがあります

0～2
歳児 

7 日目から通常保育
(移行児は5日目から) 

3～5
歳児 

6 日目から通常保育
(移行児は4日目から) 

上乗せ徴収 
項目 金額(円) 徴収時期 対象クラス

入園料 40,000 入園、進級時 3 歳児以上
施設設備費 1,000 毎月 3 歳児以上
特別教育費 5,000 毎月 3 歳児以上

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

こども園の特徴 

ＪＲ武蔵野線南越谷駅と東武スカイツリーラ

イン新越谷駅から徒歩８分の所に位置し、教育と

保育を融合した２号・３号の認定こども園です。

最近では、祖父母様も姉妹園の卒園生であること

が目立つようになりました。わかばの「チーム保

育」は複数の職員で見ていく保育システムで、創

立以来引き継がれています。

園からのメッセージ 

私達は、子ども達の「心と体のバランスの取れた

心豊かな子どもを育むために」家庭と力を合わせて

見守っていきます。そして、年間を通して保育中に

２５ⅿの温水プールでのスイミング・体育指導・キ

ッズダンス・リトミック・イングリッシュを行い、

知育・体力作りに努めています。

開 園 年 月 昭和４７年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式、★乳児懇談会 10月 ★運動会、おいもほり(幼児・2歳

児)、乳児遠足 
５月 ピクニック(年長児)、★幼児懇談会 11月 ★親子ふれあいデー(幼児)、おみ

せやさんごっこ、観劇会 
６月 ピクニック(年中・少)、★個人面談

(幼児)、お祭りごっこ(幼児)、★夏
の夕べ 

12月 クリスマス会、おもちつき

７月 お祭りごっこ(乳児)、お泊まり保育
(年長) 

１月

８月 ２月 ★おゆうぎ発表会、節分、こどもﾏ
ﾗｿﾝ、★乳児懇談会 

９月 ★引き渡し訓練 ３月 ひな祭り、お別れ会、★卒園式、
★懇親会 

その他 ★お誕生日会(お子様の誕生月)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)・上乗せ徴収以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス 

給食費
主食費 ■必須 □選択 1,200 毎月

３歳児以上
副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月

行事費 ■必須 □選択 ※6,000 年 1 回 全園児
制服代 
(30,000+夏用 15,000)

■必須 □選択 ※30,000
※15,000

入園時
入園学年の５月

3 歳児以上 

通園物品代 ■必須 □選択 ※20,000 入園時 3 歳児以上
保険代 ■必須 □選択 2,000 年 1 回 全園児
教材・用品代 ■必須 □選択 ※9,000 入園進級時 3 歳児以上
教材・用品代 ■必須 □選択 ※数千 入園進級時 0.1.2 歳児
5 歳児に要する費用
(遠足・お泊り保育・
卒園アルバム)

■必須 □選択 ※29,000 都度 5 歳児 

※印金額は“およそ”のものになります 
※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 学校法人愛隣学園 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日

4月1日から入園式まで(新年度準備のため)、
行事等における休日振替等、6 月創立記念日
(1 号認定は休園)、お泊まり保育(年長児)時
の年中・年少・0～2歳児

開 園 時 間
7:00～19:00
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育 
・延長保育

対象
年齢 

満１歳の誕生日を迎えた
日から（慣れ保育後） 

その他 なし

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて延び
ることがあります

0～2
歳児 

7 日目から通常保育
(移行児は7日目から) 

3～5
歳児 

3 日目から通常保育
(移行児は3日目から) 

上乗せ徴収 
項目 金額(円) 徴収時期 対象クラス

特別教育費 4,000 毎月 3歳児以上
入園教育受入準備費 40,000 入園時 3歳児以上
施設費 30,000 入園時 3歳児以上

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

こども園の特徴 

当学園施設は、「つよい体・やさしい心の子ど

もに育てる」を理念に掲げ、自然に囲まれた環境

の下、温かい家庭的な保育と年齢に応じた教育を

行っています。

幼児組からは、体操・プール・英会話を導入し、

就学前の大切な時期を集団生活の中でサポート

しながら、人間形成の下地を育てています。

園からのメッセージ 

当園では、園生活の様子をブログにて掲載してお

ります。また、子育て支援活動として、園庭開放、

スターキッズ(こども園体験教室)等、地域の皆様と

の交流を大切にしています。詳しくは、当園のホー

ムページをご覧ください。

ぜひ一度、第二愛隣こども園に遊びに来てくださ

い。お待ちしております♪

認定こども園（保育部分） ※()内の数字は施設コードです

認定こども園わかばの森
も り

ナーサリー(30)（教育・保育給付認定２号・３号）

第二
だ い に

愛隣
あ い り ん

こども園(31)（教育・保育給付認定２号・３号）

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 
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開 園 年 月 昭和４１年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 ★入園式 10 月 秋の遠足 

５月 春の遠足、★引取訓練 11 月 ★保護者参観 

６月 ★親睦会、★保護者参観 12 月 ★お遊戯会、クリスマス会 

７月 ★夕涼み会、プール開き

スイカ割り 

１月 正月遊び 

８月 お泊り保育 ２月 豆まき、★お楽しみ会 

９月 ★運動会 ３月 卒業遠足、ｻｯｶｰ大会、★卒業式 

その他 ★誕生日会（お子さんの誕生月）、試食会、避難訓練 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)・上乗せ徴収以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス 

給食費
主食費 ■必須 □選択 2,000 毎月

３歳児以上 
副食費 ■必須 □選択 5,000 毎月

カラー帽子 ■必須 □選択 570 入園時 ～２歳児 
スモック ■必須 □選択 1,550 入園時 ～２歳児 
敷パット ■必須 □選択 2,100 入園時 ～２歳児 
ゴム印 ■必須 □選択 200 入園時 ～２歳児 
自由画帳 ■必須 □選択 350 入園時 ～２歳児 
雑費（行事） ■必須 □選択 500 入園時 ～２歳児 
後援会費 ■必須 □選択 400 毎月 ３歳児以上 
卒業積立金 ■必須 □選択 1,000 毎月 ５歳児 
教材として要する費用 ■必須 □選択 10,000 年額 ３歳児以上 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 学校法人小牧学園
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日
4 月 1 日から入園式まで(新年度準備)、5 月 2
日(開園記念日)、行事等における休日振替等、
8 月 13 日～15 日付近の１週間(お盆期間)

開 園 時 間
7:00～19:00
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象
年齢 

１歳児クラスから（慣れ保
育後） 

その他 なし

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて延び
ることがあります

1～2
歳児 

7 日目から通常保育
(移行児は7日目から) 

3～5
歳児 

5 日目から通常保育
(移行児は5日目から) 

上乗せ徴収 
項目 金額(円) 徴収時期 対象クラス

入園料 45,000 入園時 ３歳児以上
特定職員配置費 2,000 毎月 ３歳児以上
施設設備費 1,000 毎月 ３歳児以上
特別教育費 2,000 毎月 ３歳児以上

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

こども園の特徴 

学校法人立の幼保連携型認定こども園です。保

護者と園が緊密に連絡を取り合い、広い園庭と教

師の目が子どもに行き届く新しい園舎で、園児が

主体性を持つ創意工夫力のある心豊かな人間に

成長するよう教育しています。伝統音楽の筝曲や

合奏、体育、英会話、タブレット学習を取り入れ

て、教育とのびのびとした保育を行っています。

園からのメッセージ 

どの子も育つという信念のもと、本物に触れる教

育に取り組んでいます。はだし教育を取り入れ、す

べての時間が学びになるよう、子どもの目線に立っ

た保育をしています。当園の子育て支援では、園の

先生が保育するアンパンマンクラブ、こあら教室が

あります。プレ幼稚園としても活用していただけま

す。ぜひ見学してください。

開 園 年 月 昭和５４年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 10 月 お芋掘り(3～5 歳児) 

正課体育公開(3～5歳児) 

５月 ★園外保育(3～5歳児) 
★保育参観・懇談会(3～5歳児)

11 月 ★おゆうぎ会（3～5歳児） 

６月 ★保育参観(0～2歳児)・歯科健
診・健康診断 

12 月 ★発表会（0～2歳児） おもちつき 
クリスマス会 

７月 七夕集会 プール開き(0～2 歳
児) 夏まつり ★個人懇談(3～
5 歳児) ★お泊り保育(5歳児)

１月 ★保育参観・懇談会（５歳児） 

８月  ２月 節分集会 園外保育(5歳児) 

９月 ★運動会 ３月 ひなまつり お別れ会 
★ありがとうの会・卒園式（５歳児）

その他 お誕生会（隔月） 避難訓練 
※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)・上乗せ徴収以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費
主食費 ■必須 □選択 1,200 毎月

３歳児以上
副食費 ■必須 □選択 5,500 毎月

父母の会費 ■必須 □選択 450 毎月 ３歳児以上
保険代 ■必須 □選択 約 250 年 1 回 全園児
制服・用品代 ■必須 □選択 約 45,000 入園前 ３歳児以上
お泊り保育積立 ■必須 □選択 15,000 年間に振分 ４歳児
卒園積立 ■必須 □選択 10,000 年間に振分 ５歳児
用品代 ■必須 □選択 約 5,000 進級児 ３歳児以上
バス維持費(往復) □必須 ■選択 3,500 毎月 ３歳児以上
バス維持費(片道) □必須 ■選択 1,750 毎月 ３歳児以上
クラス帽子代 ■必須 □選択 1,150 入園時・進級時 全園児
連絡帳 ■必須 □選択 約 250 使い切ったら ０～２歳児
登降園カード ■必須 □選択 510 入園時 入園時

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 学校法人山光学園
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日

4 月 1 日(保育部入園式)、4 月第 2 金曜日(教
育部入園式)、7月 20 日辺りの 2日間(年長お
泊り保育)、8 月 11 日～15 日辺り(お盆期間)、
運動会終了後の月曜日(振替休園)、11月 15日
(創立記念日)、12 月第 1 土曜日(保育部発表
会)、3 月第 1・2 土曜日(卒園関係)

開 園 時 間
7:00～19:00
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象
年齢 

満１歳の誕生日を迎えた
日から（慣れ保育後） 

その他 なし

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて延び
ることがあります

0～2
歳児 

10 日目から通常保育
(移行児は10日目から) 

3～5
歳児 

9 日目から通常保育
(移行児は9日目から) 

上乗せ徴収 
項目 金額(円) 徴収時期 対象クラス

入園金 
60,000 入園時 3歳児以上(新規 2 号)
40,000 入園時 当園 2歳児から進級児

施設設備費 1,500 毎月 3歳児以上
特別教育費 2,000 毎月 3歳児以上

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

こども園の特徴 

当園は、幼稚園と保育園の機能を併せた認定こ

ども園です。

保育部（０～２歳児）は家庭的で暖かな雰囲気

の中でお子さまをお預かりさせていただいてお

ります。教育部（３～５歳児）のお子さまは、認

定に関係なく幼児教育を受けることができます。

園からのメッセージ 

「知・体・心のバランス保育」を保育目標として掲

げ、お子さま一人ひとりの成長に合わせた丁寧な保

育をしております。「お子さまの未来のために確かな

根っこ」をこの乳幼児期でしっかり張ることができ

るよう、お家の方の子育てをお手伝いさせていただ

きます。こばとの里は０歳からの子育て応援団です。

認定こども園小牧
こ ま き

(62)（教育・保育給付認定２号・３号）

こばとの里
さ と

こども園(32)（教育・保育給付認定２号・３号）

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 
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開 園 年 月 昭和４４年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式（幼保別日）・進級式

(幼) 
10 月 ★運動会(幼保 別日)、いも掘り遠足

(幼) 

５月 田植え(幼) 11 月 ★作品展(幼)
６月 プール開き(幼保別日)、★親子

ふれあい参観(幼) 
12 月 ★クリスマス会(幼)、餅つき大会(幼)

見学(保)、★クリスマス発表会(保)
７月 ★夏まつり(幼),お泊り保育(年

長),★夕涼み会(保)  
１月 観劇会(幼)

８月 ★緊急降園訓練(幼保) ２月 ★生活発表会(幼),いちご狩り遠足
(年長) 

９月 敬老会(幼) ３月 ★卒園式・修了式(幼保別日),お別れ
遠足(幼) 

その他 ★各月お誕生会(保)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)・上乗せ徴収以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費
主食費 ■必須 □選択 1,320 毎月

３歳児以上 
副食費 ■必須 □選択 3,355 毎月

防災セット ■必須 □選択 1,650 入園時 ３～５歳児
防災頭巾 ■必須 □選択 2,800 入園時 ３～５歳児
いもほり遠足 ■必須 □選択 600 行事毎 ３～５歳児
いちご狩り遠足 年長 ■必須 □選択 3,000 行事毎 ５歳児
お泊り保育 年長 ■必須 □選択 1,500 行事毎 ５歳児
保護者会費 ■必須 □選択 1,200 学期毎 ３～５歳児
制服･帽子･体操着 □必須 ■選択 約29,000 入園時 ３～５歳児
通園バッグ ■必須 □選択 3,440 入園時 ３～５歳児
通園バス □必須 ■選択 3,500 毎月 ３～５歳児
マット毛布リース代 ■必須 □選択 363 毎月 ０～２歳児
連絡帳 ■必須 □選択 189 年 3～4回 ０～２歳児
個人持ち保育用品0～2 歳児 ■必須 □選択 3,690 入園時 ０～２歳児
個人持ち保育用品 年中少 ■必須 □選択 9,500 入園時 ３～４歳児
個人持ち保育用品 年長 ■必須 □選択 10,780 入園時 ５歳児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 学校法人ワタナベ学園
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日

8 月 13 日～15 日(お盆期間)、7 月 21 日・22
日(年長お泊り保育のため年中・年少のみ自
粛)、11 月 1 日(1 号新入園児面接) 
0～2 歳児 3月 30 日・31 日(入園準備のため)
3～5 歳児 4月 9日(進級式)・10 日(入園式) 

開 園 時 間
7:00～19:00
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象
年齢 

満１歳の誕生日を迎えた
日から（慣れ保育後） 

その他 なし

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて延び
ることがあります

0～2
歳児 

9 日目から通常保育
(移行児は9日目から) 

3～5
歳児 

4 日目から通常保育
(移行児は4日目から) 

上乗せ徴収 
項目 金額(円) 徴収時期 対象クラス

入園受入準備費 60,000 入園時 ３～５歳児
教育充実費 3,500 毎月 ３～５歳児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

こども園の特徴 
本施設は豊かな田園風景に恵まれています。
０歳から５歳までの小学校就学前の子ども達

に幼稚園と保育園の機能が享受できる環境を用
意すると共に、キリスト教精神に基づく「愛」、
「他を思いやる心」を保育の一環に取り入れてい
ます。また、地域に根ざした子育て支援活動も積
極的に展開しています。

園からのメッセージ 
保育部門（保育園）・教育部門（幼稚園）との連携

を通して、夏祭り・運動会・餅つき大会等の行事や
様々な活動に参加や見学などの活動で関わりなが
ら、お預かりした子ども達が、他の子ども達や保護
者・保育教諭との出会いによって、一人ひとりの発
達を大切にして、就学前の心身の発達にお手伝いを
させていただきます。

開 園 年 月 昭和５５年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園・進級式 保育参観 10 月 ★運動会
５月 ★親子遠足 11 月
６月 ★親子スポーツday 園外保育 12 月 ★作品展 クリスマス会
７月 七夕集会 お泊り保育(年長) １月 もちつき大会
８月 ★納涼大会 夏期保育 ２月 節分豆まき ★おたのしみこ

ども会 
９月 祖父母に感謝する集い(祖父

母) ★引き取り訓練 
３月 ひなまつり集会 ★卒園式

その他 ★各月誕生日会(お子様の誕生月)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)・上乗せ徴収以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス 

給食費
主食費 ■必須 □選択 1,500 毎月

３歳児以上 
副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月

制服・体操着・鞄等 ■必須 □選択 約 30,000 入園時 ３歳児から 

防災頭巾・スモッ
ク・上履き入れ 

■必須 □選択 約 7,000 入園時 ３歳児から 

新年度用品・文房
具代 

■必須 □選択 約 10,000 入園時 ３歳児から 

新年度用品代(継
続児) 

■必須 □選択 約 3,000 進級時 ４・５歳児 

新年度用品代 ■必須 □選択 約 1,500 入園時 １・２歳児 

新年度用品代 ■必須 □選択 約 1,000 進級時 ２歳児 

通園バス(往復) □必須 ■選択 4,000 毎月 兄弟2人目半額 

通園バス(片道) □必須 ■選択 2,000 毎月 兄弟2人目半額 

行事費 ■必須 □選択 都度請求
※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 学校法人菊地学園
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日

4 月 15 日(創立記念日)、11 月 14 日(県民の日)、4
月 1日～入園式まで(新年度準備のため)、行事等に
おける休日振替等、8月13 日～8月15 日付近の1週
間(お盆期間)、11 月 1日(1号認定入園面接)、卒園式

開 園 時 間
7:00～19:00
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育 
・延長保育

対象
年齢 

１歳児クラスから（慣れ保
育後） 

その他 なし

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて延び
ることがあります

1～2
歳児 

8 日目から通常保育
(移行児は8日目から) 

3～5
歳児 

6 日目から通常保育
(移行児は4日目から) 

上乗せ徴収
項目 金額(円) 徴収時期 対象クラス

入園料 60,000 入園時 ３～５歳児
施設設備費 20,000 年 2 回 1 万円ずつ ３～５歳児
特別教育費 3,000 毎月 ３歳児
特別教育費 3,500 毎月 ４歳児
特別教育費 4,000 毎月 ５歳児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

こども園の特徴 
平成３０年にこども園へ移行し、新園舎に生ま

れ変わりました。冷暖房・セキュリティ完備、ま
た就学後に必要となるタブレットでの活動を取
り入れるなど独自の教育プログラムを導入して
います。幼稚園時代から変わらない全面砂場の園
庭など、子どもたちが思い切り学び、遊び込める
環境があります。

園からのメッセージ 
卒園までの間に「自ら考え行動する力」を身に着

けていけるよう、体育指導や音楽表現を始めとした
６つの教育プログラムを実施しています。１日の生
活の中で、様々な活動・体験からたくさんの経験と
チカラが育まれます。子ども同士の育ち合いを大切
にした新しいこども園！ぜひ遊びに来てください
ね！

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

幼
よ う

保
ほ

連携型
れ ん け い が た

認定こども園越谷
こ し が や

さくらの森
も り

(33)（教育・保育給付認定２号・３号）

認定こども園しらこばと幼稚園(34)（教育・保育給付認定２号・３号） 「プラス保育」は５９ページ
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開 園 年 月 昭和４１年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★始業式、★入園式 10 月 ★運動会、収穫体験(さつまいも・大根)
５月 ★保育参観 11 月 ★保育参観
６月 移動動物園、収穫体験(ミニト

マト・ジャガイモ) 
12 月 ★発表会、おもちつき

７月 林間保育、夕涼み会 １月 ★作品展
８月 夏季保育 ２月 豆まき、★保育参観、なわとび大会

９月 ★引渡訓練、敬老の集い ３月 お別れ遠足(年長)、★卒園式、★修了式
その他 ★誕生会（お子さんの誕生月） ★１日先生体験（年1回、希望者）

★教育相談（学期に一度、希望者） 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)・上乗せ徴収以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス 

給食費
主食費 ■必須 □選択 1,200 毎月

3歳児以上 
副食費 ■必須 □選択 5,000 毎月

制服代 ■必須 □選択 約 40,000 入園時 3 歳児以上 
用品代 ■必須 □選択 約 23,000 入園時 3 歳児以上 
進級時用品代 ■必須 □選択 約 7,000 進級時 4 歳児以上 
父母の会費 ■必須 □選択 700 毎月 3 歳児以上 
林間保育代 ■必須 □選択 約 12,000 ７月 5 歳児 
卒園準備金 ■必須 □選択 900 毎月 5 歳児 
遠足代 ■必須 □選択 実費 都度 3 歳児以上 
教材費 ■必須 □選択 400 毎月 1・2 歳児 
写真代 □必須 ■選択 実費 都度 希望者のみ
絵本代 □必須 ■選択 実費 都度 希望者のみ

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 学校法人梅香学園
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日

3月31日から入園式まで(新年度準備のため)
6 月 4 日(創立記念日のため、1 号休園) 、行
事等の振替休日、8 月 13 日～15 日付近の一週
間(お盆期間)

開 園 時 間
7:00～19:00
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象
年齢 

１歳児クラスから（慣れ保
育後） 

その他 なし

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて延び
ることがあります

1～2
歳児 

7 日目から通常保育
(移行児は3日目から) 

3～5
歳児 

5 日目から通常保育
(移行児は2日目から) 

上乗せ徴収 
項目 金額(円) 徴収時期 対象クラス 

入園料 50,000 入園時 3 歳児以上 
施設設備費 20,000 入園時 3 歳児以上 
特別教育費 3,000 毎月 3 歳児以上 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

こども園の特徴 

「元気で明るい子」、「仲良く遊ぶ子」、「考える

子」の３つの教育方針を軸に、「ほめて育てる」

保育でお子様一人ひとりの長所を伸ばす保育を

行っています。子どもたちは製作、音楽、ちえの

実（保育教材）など、様々な遊びから人として大

切なことを学んでいきます。専任講師による体操

指導・英語教育も行っています。

園からのメッセージ 

1966 年に私立幼稚園として創立し、2019 年４月

から幼保連携型認定こども園となりました。

北越谷駅から徒歩７分、閑静な住宅街の中にあり

ますが、収穫体験や園外散歩、園内でのプランター

栽培など、子どもたちが様々な自然体験ができるよ

う、食育にも力を入れています。季節感があり、ア

レルギーにも配慮した自園給食も大人気です。

開 園 年 月 昭和５６年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 進級式 10月 ★運動会 芋ほり 収穫祭
５月 ★遠足(3 歳児以上) 健康診断 11月 総合避難訓練 観劇会 健康診断
６月 ★個人面談 歯科検診 12月 もちつき大会
７月 わくわくキャンプ(5歳児) １月 かるた大会 ウォーキング大会

８月 納涼祭(地域4・5歳児) ２月 ★発表会 豆まき 記念撮影
９月 ３月 ひなまつり お別れ遠足

★卒園式 修了式  
その他 ★誕生日会（毎月）

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費
主食費 ■必須 □選択 800 毎月

3歳児以上 
副食費 ■必須 □選択 4,500 毎月

通園バッグ ■必須 □選択 3,400 入園時 3歳児以上
体操服上下 ■必須 □選択 4,985 入園時 3歳児以上
縄跳び ■必須 □選択 440 入園時 3歳児以上
カラー帽子 ■必須 □選択 1,155 入園時 全園児
名札 ■必須 □選択 136 入園時 全園児
保護者証２セット ■必須 □選択 354 入園時 全園児
ピアニカホース □必須 ■選択 440 入園時 3歳児以上
自由画帳 □必須 ■選択 357 2 冊目以降 3歳児以上
写真代 □必須 ■選択 60 毎月 全園児
遠足保護者バス代 ■必須 □選択 3,000 年１回 3歳児以上
英語講師料 □必須 ■選択 1,200 毎月 3歳児以上
英語(少人数) □必須 ■選択 6,800 毎月 3歳児以上
英語教材費 □必須 ■選択 12,000 年１回 3歳児以上
卒園アルバム □必須 ■選択 8,000 年１回 5歳児
カードキー □必須 ■選択 150 紛失時 全園児
口座振替手数料 ■必須 □選択 97 毎月 全園児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 社会福祉法人弥十郎愛育会
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日

8 月 13 日～15 日付近の 1 週間(お盆期
間)、３月３１日(新年度準備のため) 
５歳児：3 月 28 日～31 日（卒園を区切
りとしているため）

開 園 時 間
7:00～19:00
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育
・延長保育

対象
年齢 

満１歳の誕生日を迎えた
日から（慣れ保育後） 

その他 なし

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて延び
ることがあります

0～2
歳児 

7 日目から通常保育
(移行児は7日目から) 

3～5
歳児 

7 日目から通常保育
(移行児は7日目から) 

上乗せ徴収 

項目 金額(円) 徴収時期 対象クラス 

なし    

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

こども園の特徴 

令和２年度より、保育園から認定こども園とな

りました。子どもたちの歌声・笑い声が響き、広

い芝生の園庭ではのびのび遊んでいます。子ども

主体の保育を大切にし、３・４・５歳ではグルー

プワークを通して遊びから学びを深めています。

０・１・２歳児クラスでは育児担当制により、一

人ひとりに合わせた保育を行っています。

園からのメッセージ 

広い園庭や、畑、ダイニングルーム、恵まれた環

境を最大限保育に活かし、様々な体験を通して、子

どもたちの豊かな心と体を育みます。

「よく遊び・よく食べ・よく寝る」を大切にし、

一人ひとりに寄り添う保育を心掛けています。専門

の講師を招いての体操・ダンス教室や英会話のレッ

スンもあります。ぜひ見学にいらしてください。

認定こども園北越谷
き た こ し が や

幼稚園(35)（教育・保育給付認定２号・３号） 「プラス保育」は６０ページ

しらとりこども園(56)（教育・保育給付認定２号・３号） 「プラス保育」は６０ページ

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 
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開 園 年 月 昭和４９年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式、進級式、★個人面談 10月 ★幼児運動会、★乳児保育参観

お楽しみ保育(年長) 

５月 ★幼児保育参観、どろんこあそび 11月 ★幼児英語参観、お芋掘り(年長)

６月 ★幼児体操参観、★乳児保育参観

水遊び 

12月 ★引き取り訓練、★幼児発表会

おもちつき 

７月 七夕祭り、★幼児保育参観、水遊び １月 ★フリーデー（縁日）

８月 ２月 節分、★幼児個人面談、★乳児保育
参観 

９月 ★幼児美術参観 ３月 ひな祭り、お別れ遠足(年長)、お別
れ会、★幼児保育参観、★卒園式 

その他 誕生会(毎月）、避難訓練(毎月)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)・上乗せ徴収以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

給食費
主食費 □必須 ■選択 1,200 毎月

３歳児以上
副食費 □必須 ■選択 4,800 毎月

保険代 ■必須 □選択 250 年 1回 全園児 

カラー帽子 ■必須 □選択 500 入園時 0～2歳児 

お手紙ケース ■必須 □選択 240 入園時 0～2歳児 

制服・用品代 ■必須 □選択 55,250 入園時 3歳児以上 

用品代 ■必須 □選択 6,500 進級時 4歳児以上 

卒園積立 ■必須 □選択 700 毎月 4歳児以上 
行事費 ■必須 □選択 実費 都度 3歳児以上 

教材費 ■必須 □選択 1,000 毎月 3歳児以上 

月刊誌 ■必須 □選択 390～450 毎月 3歳児以上 
交通協力費(バス往復) □必須 ■選択 3,500 毎月 3歳児以上 

交通協力費(バス片道) □必須 ■選択 1,750 毎月 3歳児以上 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

運 営 学校法人林西寺学園
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日

4 月第 1 週頃(入園式のため)、8 月 11～15 日
頃(お盆期間)、10 月第 2 週頃(幼児組運動会
のため 0～2歳児登園自粛)、11 月 15 日(創立
記念日)、12 月第 2週頃(幼児組発表会のため
0～2 歳児登園自粛)、3 月第 3 週頃(卒園式の
ため) 、行事等における休日振替

開 園 時 間
7:00～19:00
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30

時間外保育

・延長保育

対象
年齢 

満１歳の誕生日を迎えた
日から（慣れ保育後） 

その他 なし

標準的な慣
れ保育期間
※状況に応じて延び
ることがあります

0～2
歳児 

9 日目から通常保育
(移行児は5日目から) 

3～5
歳児 

3 日目から通常保育
(移行児は2日目から) 

上乗せ徴収 
項目 金額(円) 徴収時期 対象クラス

入園金 50,000 入園時 3歳児以上
施設設備費 1,000 毎月 3歳児以上
特別教育費 2,000 毎月 3歳児以上

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

こども園の特徴 

当園は、あふれる程の豊かな自然に恵まれてい

ます。この自然に触れることによって園児たちの

大きな可能性を引きだし、夢や創造性を培い、

様々な体験を通して、豊かな感性を育むことを目

標としています。また、幼児からは専任講師によ

る体育指導・英会話レッスン・美術指導を行って

います。

園からのメッセージ 

子育て支援活動として、毎週火・木曜日ことりク

ラブ（２・３歳児未就園児）、毎週火・木曜日園庭開

放、水曜日プチサロン（０・1歳児親子）、金曜日コ

アラクラブ（２歳児親子）を行っています。園行事

やプチサロン・コアラクラブの詳細は園のホームペ

ージにて御覧いただけます。ぜひ一度遊びにいらし

てください。

認定こども園まどか幼稚園(61)（教育・保育給付認定２号・３号） 「プラス保育」は６１ページ

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 
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地域型保育は、保育認定を受けたお子さん（０～２歳児）を預かり、家庭的な環境の中で心身ともに
健やかに育成している施設です。「家庭的保育」、「小規模保育（Ａ・Ｂ・Ｃ型）」、「事業所内保育」等に
分類され、これらを総称して「地域型保育」といいます。 

小規模保育

施設名 (施設

コード)
所在地 電話番号

(048)

平日最大
保育時間

土曜最大 
保育時間 

０歳児 特別
支援
保育

連携
施設受可 延長

こうさぎ園弥十郎の森 3024 弥十郎 377-5 971-8244 7:30～19:00 7:30～18:30 1・2歳児のみ  P
みらいほいくえん越谷園 3001 東越谷 2-15-13 963-8100 7:30～19:30 7:30～18:30 6 週 ２ △ P 
ふぇありぃ保育園東越谷園 3011 東越谷 1-9-17 963-2351 7:30～19:00 7:30～18:30 ４ ４  P 
赤ちゃん保育アカデミー 3006 花田 4-8-14 964-3181 7:30～19:00 7:30～19:00 ４ 誕  保
アルタベビー東越谷園 3046 東越谷 3-5-9 961-8132 7:30～19:00 7:30～18:30○共 ２ 誕  P
はなたどんぐり保育園 3047 花田 4-15-26 940-0389 7:30～19:00 7:30～18:30 ４ ４ △ P
きらら・キッズおおぶくろ 3002 袋山 1020-7 971-0666 7:30～19:00 7:30～18:30 ４ ４ △ P 保
みらいほいくえん大袋駅前園 3008 袋山 1421 974-4000 7:30～19:30 7:30～18:30 6 週 ２ △ P
大袋保育室ポコ・ア・ポコ 3055 大里 726-1 973-7273 7:30～19:00 7:30～18:30 ６ 誕  P
しらこばと附属保育園大袋駅前 3036 袋山 1081-7 975-5810 7:30～18:30 7:00～19:00○共 ２ ２ △ 保
しらこばと附属保育園せんげん台駅前 3041 千間台東 1-5-17 972-4153 7:30～18:30 7:00～19:00○共 ６ ６ △ 保
エンゼルキッズ 3005 千間台西 2-6-18-101 973-6660 7:00～19:30 7:30～19:00 6 週 6 週  P
Kids ぷれいすバンビーノ 3012 千間台東 1-9-9-101 976-8880 7:00～20:00 7:00～18:00 ６ ６  P
キッズハウスクレヨンあんず組 3015 千間台西 2-13-1 1F 972-5246 7:00～19:00 7:00～19:00○共 ２ ２ △ P
キッズハウスクレヨンひよこ組 3020 千間台東 1-19-8 979-7296 7:00～19:00 7:00～19:00 ２ ２ △ P
apple tree 3016 千間台西 6-4-24 915-9034 7:00～19:00 7:00～19:00 6 週 6 週 △ P
ｲｵﾝせんげん台ｽﾏｰﾄｽﾏｲﾙ保育園 3025 千間台西 3-2-12 973-7353 7:00～19:30 7:00～19:30 ４ ４  P
コマームナーサリー北越谷 3057 大沢 3219-14 964-5615 7:00～19:00 7:30～19:00 1・2歳児のみ  P
みらいほいくえん北越谷東口園 3059 大沢 2-15-3 974-1400 7:30～19:30 7:30～18:30○共 6 週 ２ △ P
北越谷ひまわり園 3017 北越谷 5-9-28 971-1993 7:30～18:30 7:30～18:30 ２ ２ △ P
しらこばと附属保育園北越谷駅前 3058 北越谷 4-25-25 940-0587 7:30～18:30 7:30～18:30 ６ ６ △ P 保
モンクール.保育園北越谷園 3019 北越谷 4-3-20 1F 977-8120 7:30～19:00 7:30～18:30 ４ ６ △ P 保
みらいほいくえん北越谷西口園 3045 北越谷 4-15-5 978-6100 7:30～19:30 7:30～18:30 6 週 ２ △ P
エンジェルハウス蒲生第一園 3014 蒲生茜町 11-5 1F 990-1040 7:30～19:00 7:30～19:00 ２ ４ △ P
エンジェルハウス蒲生第二園 3026 蒲生茜町 11-5 1F 961-3131 7:30～19:00 7:30～19:00 ２ ４  P
ひだまり保育園 3003 南越谷 4-18-1 988-7700 7:00～19:00 7:00～19:00 ２ ２ ◎ P 
ぽかぽか保育園 3053 南越谷 4-12-7 990-6345 7:00～19:00 7:00～19:00○共 ２ ２ ◎ P
モンクール.保育園南越谷園 3050 南越谷 1-1-59-102 907-1243 7:30～19:00 7:30～18:30 ４ ６ △ P
南越谷保育室ポコ・ア・ポコ 3004 南越谷 4-9-7 987-5959 7:30～19:00 7:30～18:30 ６ 誕  P
蒲生保育室 ポコ・ア・ポコ 3022 蒲生茜町 13-5 1F 989-1981 7:30～19:00 7:30～18:30○共 ６ 誕  P
ふぇありぃ保育園南越谷園 3009 南越谷 1-5-58 A 986-3375 7:30～19:00 7:30～18:30 ４ ４  P
ふぇありぃ保育園 蒲生園 3013 蒲生茜町 28-13 989-3035 7:30～19:00 7:30～18:30 ４ ４  P
ぬくもりのおうち保育新越谷園 3032 新越谷 1-57-2 940-2088 7:30～19:30 7:30～18:30 ６ ６  P
蒲生ちゃいるど園 3033 蒲生寿町 18-43 916-7219 7:00～19:00 7:00～19:00 ６ ６ ◎ P
モンクール.保育園蒲生園 3037 蒲生寿町 14-5 971-7447 7:30～19:00 7:30～18:30 ４ ６ △ P
ファニー保育園 3007 弥生町 6-8 960-1212 7:30～19:00 8:00～19:00 1・2歳児のみ  P
エンジェルハウス越谷西口園 3010 赤山町 1-135 967-3358 7:30～19:00 7:30～19:00 ２ ４ P 保
エンジェルハウス越谷東口園 3023 越ヶ谷 2-6-2 1F 963-8377 7:30～19:00 7:30～19:00 ２ ４ △ P 保
こうさぎ園ひがしの森 3018 弥生町 3-36 971-7697 7:30～19:00 7:30～18:30 ６ ６  P
こうさぎ園となりの森 3028 弥生町 3-36 971-7929 7:30～19:00 7:30～18:30○共 ６ ６  P
アルタベビー越谷園(東口) 3039 弥生町 16-1 B ｼﾃｨ 1F 971-9742 7:30～19:00 7:30～18:30○共 ２ 誕  P
アルタベビー越谷西口園 3056 赤山本町 19-1 940-8552 7:30～19:00 7:30～18:30○共 ２ 誕  P
モンクール.保育園越谷東口園 3030 柳町 1-43 940-8975 7:30～19:00 7:30～18:30 ４ ６ △ P
しおどめ保育園越谷 3038 相模町 1-322-4 987-7070 7:00～19:00 7:30～18:30 1・2歳児のみ △ P
西方保育室ポコ・ア・ポコ 3048 西方 1-3379-2 940-6692 7:30～19:00 7:30～18:30○共 ６ 誕  P

地域型保育 ※対象：０～２歳児

利用者負担額
保育所・認定こども園と同じです。 

特色ある保育
長時間の延長保育、生後６週間からの 
預かりなど、特色ある保育を展開しています。

連携施設（※連携先や受入人数等については、変更となる可能性があります）

連携施設が設定されている場合、３歳児以降は連携先の幼稚園等に優先して入園できます(２歳児クラスに１０月

以降に入園した場合を除く)。 
※各地域型保育から優先入園できる人数枠等は、施設同士で結んでいる協定書等によります。２号認定で優先枠
の人数を超える希望があった場合、市が園内希望者で指数順の利用調整を行います。 

類型の概要 
家庭的保育 定員 5人以下。家庭的な雰囲気。
小規模保育 定員 6～19 人。きめ細かな保育を行う。
事業所内保育 従業員の子と地域の子を一緒に保育。
居宅訪問型保育 保護者の自宅で１対１で保育を行う。

※令和５年４月開園の新たな事業所の開設予定はありません。

ポイント 

※申込書等の希望保育施設の欄には、間違え防止のためできるだけ施設コードも記入してください。
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施設名 (施設

コード)
所在地 電話番号

(048)

平日最大
保育時間

土曜最大 
保育時間 

０歳児 特別
支援
保育

連携
施設受可 延長

レイクタウンフルール園 3052 ﾚｲｸﾀｳﾝ 1-28-4 967-5297 7:00～19:00 7:00～19:00 ６ ６ △ P
エンジェルハウスﾚｲｸﾀｳﾝ園 3040 ﾚｲｸﾀｳﾝ 2-15-11 940-2344 7:30～19:00 7:30～19:00 ２ ４ △ P
モンクール.保育園ﾚｲｸﾀｳﾝ北口園 3027 ﾚｲｸﾀｳﾝ 2-10-22 961-8332 7:30～19:00 7:30～18:30 ４ ６ △ P
モンクール.保育園ﾚｲｸﾀｳﾝ南口園 3049 ﾚｲｸﾀｳﾝ 7-11-14 907-1242 7:30～19:00 7:30～18:30 ４ ６ △ P
レイクタウンひなた保育園 3029 ﾚｲｸﾀｳﾝ 8-11-5 985-8878 7:30～19:30 7:30～19:30 6 週 6 週 △ P
ﾚｲｸﾀｳﾝ保育室ポコ・ア・ポコ 3051 ﾚｲｸﾀｳﾝ 8-10-1 971-9996 7:30～19:00 7:30～18:30 ６ 誕  P
キッズハウスクレヨンいちご組 3031 ﾚｲｸﾀｳﾝ 8-10-2 1F 973-7709 7:00～19:00 7:00～19:00 ２ ２ △ P
キッズハウスクレヨンいるか組 3034 ﾚｲｸﾀｳﾝ 8-10-2 1F 961-8887 7:00～19:00 7:00～19:00○共 ２ ２ △ P
レイクタウンひまわり園 3035 ﾚｲｸﾀｳﾝ 5-11-6-101 973-7830 7:30～19:00 7:30～18:30 ２ ２ △ P
うららか保育園 3042 ﾚｲｸﾀｳﾝ 6-5-13 993-4715 7:30～19:00 7:30～18:30 ６ ６ ◎ 幼
ふぇありぃ保育園ﾚｲｸﾀｳﾝ・ﾄﾏﾄ園 3043 ﾚｲｸﾀｳﾝ 7-8-14 947-5698 7:30～19:00 7:30～18:30 ４ ４  P
ふぇありぃ保育園ﾚｲｸﾀｳﾝ・ﾚﾓﾝ園 3044 ﾚｲｸﾀｳﾝ 7-8-14 947-7750 7:30～19:00 7:30～18:30○共 ４ ４  P
ふぇありぃ保育園ﾚｲｸﾀｳﾝ・みかん園 3054 ﾚｲｸﾀｳﾝ 7-8-14 947-5114 7:30～19:00 7:30～18:30○共 ４ ４  P

家庭的保育・事業所内保育

施設名 (施設

コード)
所在地 電話番号 

(048) 
平日最大
保育時間

土曜最大
保育時間

０歳児 特別
支援
保育

連携
施設受可 延長

家
庭
的

よつば保育室 2001 大泊 690-49 971-3180 8:30～17:00 × ３ 誕  P
三和乳児園 2002 南越谷 3-1-55 964-5149 8:30～17:30 × 1・2歳児のみ

鈴木家庭保育室
※令和５年４月再開予定 2003 南越谷 3-5-22 962-6756 8:30～17:30 × 1・2歳児のみ P

事

業

所

内

あおぞらたっち保育園 4003 大沢 3-15-13 940-6815 7:00～19:00 7:00～19:00 ６ 誕 △ P

Kids あいあい 4002 大里 729-1 940-1533 7:30～19:30 7:30～19:30 ６ ６ ◎ P

すくすくキッズけいわ 4006 千間台西 2-11-14 978-0406 7:30～19:30 7:30～19:30 1・2歳児のみ  P

あいりんのおうち 4004 蒲生 3-8-53 940-3913 7:00～19:00 7:00～19:00 ６ 誕 P 幼保

イオンゆめみらい保育園ﾚｲｸﾀｳﾝ 4005 ﾚｲｸﾀｳﾝ 3-1-1mori 内 993-4221 7:00～22:00 7:00～22:00 ２ ２

■表の注釈 

平日最大保育時間（１３ページ参照） 最大の預かり時間 

土曜最大保育時間（１３ページ参照） 最大の預かり時間 ○共 …別施設で預かり ×…土曜日は開所しない 

０
歳
児

受可(受入可能月齢)（２０ページ参照） ３…入所希望月初日に生後３か月経過から受入可能

延長(保育短時間の通常時間(保育所 8:30 
～16:30)を超えての預かり)(１３ページ参照)

誕…１歳の誕生日から可能 ３…生後３か月経過から可能

特別支援保育（２５ページ参照） ◎…程度を問わず受入相談可 ○…中程度まで可 △…軽度は可
※印があっても、施設の受入態勢、条件等により受入できないことがあります。

連携施設（１３ページ参照）

※連携先や受入人数等については、変更となる 
可能性があります。

幼…幼稚園または認定こども園の教育部分と設定あり 
保…保育園または認定こども園の保育部分と設定あり 
Ｐ…こしがや「プラス保育」幼稚園と設定あり(※プラス保育枠の利用を確約するもの

ではありません。別途申込の上、各園で選考があります。)

※（××ページ参照）は、「保育施設・幼稚園等のご案内」のページ数を表します。

いろんなイベントにも参加
さ ん か

する

よ。見
み

かけたら声
こえ

をかけてね!!

みんなに会
あ

えるのたのしみに 

してるよ。 
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

★家庭的保育
主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 こいのぼり製作 10 月 ハロウィン 

５月 野菜苗植え、内科検診 11 月 内科検診 

６月 歯科検診 12 月 クリスマス会 

７月 七夕製作、水遊び １月 お正月遊び 

８月 水遊び、野菜収穫 ２月 豆まき 

９月  ３月 ひな祭り製作 

その他 お誕生日会、避難訓練 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡帳代 ■必須 □選択 550 入所時 全乳幼児 

災害共済給付代 ■必須 □選択 240 入所時 全乳幼児 

コット用シーツ

代 

□必須 ■選択 1,500 入所時 満１歳～ 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 昭和５２年５月・家庭的保育 
運 営 個人（杉本 澄乃） 

休 園 日
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/28～1/5)・
夏休み(7 月～9月の間に 7日間)・親族の冠婚
葬祭時・年休(6 日程度)

登園自粛協力日 県民の日

開 園 時 間
8:30～17:00 
標準時間の通常保育 8:30～17:00
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 満１歳の誕生日を迎えた日から（慣れ保育後）

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

10日目から通常保育(移行児は 10日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 大袋わかば幼稚園 
保育室の特徴 家庭的環境の中で、異なる年齢の子ども
達が兄弟のような関係を育みながら、友達の輪を広げて
いけます。少人数制だからこそできるきめ細かな保育の
中で、保育者が一人ひとりに寄り添い、子ども達がのび
のびと成長していけるように手助けします。児童館コス
モスより徒歩５分にあるため、お天気の良い日は児童館
はもちろん、公園などへも遊びに行き、地域のさまざま
な人と交流しています。

園からのメッセージ 浜岡保育室から移転し令和元年度よ
り新たにスタートしました。ベテランスタッフはそのまま、
一人ひとりの個性を尊重しながら家庭的な環境の中で健や
かに成長してほしいと願っております。子ども達の発達状
態、日々の体調、機嫌、興味に細やかに対応し、送迎時に保
護者との情報交換を密にして信頼関係を築きながらお子様
の成長を一緒に喜んでいけたらと思っています。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月  10 月 ハロウィン 

５月 内科検診 11 月 内科検診 

６月  12 月 歯科検診・クリスマス会 

７月 七夕祭り １月

８月  ２月

９月  ３月 ひな祭り 

その他 毎月１回避難訓練 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

なし  

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 昭和５１年６月・家庭的保育 
運 営 個人（小泉 節子） 

休 園 日
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/5)・
お盆(合計 5 日間)・親族の冠婚葬祭時・県民
の日・年度末 3日間

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
8:30～17:30 
標準時間の通常保育 8:30～17:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 １歳児クラスから（慣れ保育後）

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

5日目から通常保育(移行児は4日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 なし 

保育室の特徴 
●外遊び、食事の時間、午睡の時間が一定している。
●健康管理のため、ゴロ寝はさせない。
●昼寝時は、必ずパジャマ(代用の服)に着替える。

園からのメッセージ 元気に明るく、自分の思ったことは何
でも言えるように、また自分から甘えられる子になってほし
いと願い、保育をしています。通常は、親子ともに休まず、
日常生活が送れるように協力します。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 お花見 10 月 ハロウィン 

５月 夏野菜の苗植え 11 月 内科検診 

６月 内科検診 12 月 クリスマス会 

７月 七夕・プール開き・野菜の収穫 １月 お正月遊び 

８月 野菜の収穫 ２月 豆まき・クッキング保育 

９月 歯科検診 ３月 ひな祭り・クッキング保育 

その他 お誕生日会・避難訓練(毎月) 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

災害共済給付 ■必須 □選択 300 年１回 全乳幼児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成元年１２月・家庭的保育
運 営 個人（國吉 靖子）

休 園 日
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/5)・
夏休み(7 月～9月で合計 7日間)・親族の冠婚
葬祭時・年休(6 日程度)

登園自粛協力日 なし

開 園 時 間
8:30～17:30
標準時間の通常保育 8:30～17:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 １歳児クラスから（慣れ保育後）

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

10日目から通常保育(移行児は 10日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 越谷わかば幼稚園 

保育室の特徴 年間を通して天気の良い日は戸外遊び
や散歩に出かけたり、近隣の保育所にも遊びに行きます。
また、夏には野菜を収穫したり、水・プール遊びを楽し
みます。室内ではリズム遊びやリトミック等も行ってい
ます。家庭の次に居心地の良い場所・楽しい保育室であ
りたいと思います。

園からのメッセージ 一人ひとりの個性とその発達を大切
にし、家庭的環境の温かさ、お友達とのかかわりの中でのび
のびと成長してほしいと願っております。

家庭との信頼関係を大切にし、お子様の成長を助けていく
とともに保護者の育児と就労の両立を支援します。

地域型保育 ※()内の数字は施設コードです

よつば保育室(2001)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

三和
さ ん わ

乳児
に ゅ う じ

園
え ん

(2002)

鈴木
す ず き

家庭
か て い

保育室(2003)
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 入園式 10 月 ハロウィン 

５月  11 月

６月 プール開き 内科・歯科検診 12 月 クリスマス会 

７月 七夕 １月 内科検診 

８月 夏祭り ２月 豆まき 

９月  ３月 ひなまつり、卒園式 

その他 お誕生会 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス
教材費 ■必須 □選択 300 毎月 全園児
カラー帽子 ■必須 □選択 740 入園時 全園児
エコバッグ類 ■必須 □選択 550 入園時 全園児
水遊び用紺パンツ ■必須 □選択 540 入園時 全園児
連絡帳 ■必須 □選択 500 入園時 全園児
集金袋 ■必須 □選択 100 入園時 全園児
1,2歳制作帳 ■必須 □選択 600 入園時 1,2歳児
災害共済給付 ■必須 □選択 350 年 1 回 全園児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２２年５月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社ハッピーパレット 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/5)・
お盆(4～5日程度)

登園自粛協力日 ３月３１日(新年度準備のため) 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 １歳児クラスから（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

6日目から通常保育(移行児は6日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 
大袋わかば幼稚園・ アスナロ幼稚園・ 

レイクアスナロ幼稚園

保育室の特徴 駐車場もあり登園に大変便利です。毎日
外遊びに出かけ思いっきり体を動かし、系列施設から調
理搬入している給食で旬を感じながら心身ともに大きく
成長します。異年齢保育による他者を思いやる心、自分
でやろうとする心を大切に育み、個々の歩みに合わせ、
寄り添いながら家庭的な保育を行います。

園からのメッセージ 園内は温かみのある手作りの物であ
ふれ、一人ひとりと向き合える少人数制の当園は、自宅のよ
うにリラックスできる空間です。

また、スタッフ自身も子育て経験のあるベテランぞろいで
す。日頃の子育ての疑問など気軽にご相談ください。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 入園・進級 10 月 秋の遠足、ハロウィン 

５月 ★個人面談、★親子バス遠足 11 月 消防署見学 

６月 内科・歯科検診、じゃがいも掘り 12 月 クリスマス会 

７月 プール開き １月 内科検診 

８月 みらいまつり ２月 豆まき 

９月 ★引き渡し訓練 ３月 ★生活発表会、★卒園式 

その他 お誕生日会（お子さんの誕生月） 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡帳 ■必須 □選択 200 入園時・なくなり次第 全園児 
園帽子 ■必須 □選択 1.000 入園時 全園児 
自由画帳 ■必須 □選択 300 入園時・進級時 全園児 
おしぼりポーチ ■必須 □選択 100 入園時 全園児 
コット用シーツ ■必須 □選択 2.000 入園時 満１歳～ 
写真代 □必須 ■選択 81  希望者 
親子遠足代 □必須 ■選択 その都度  希望者 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成１１年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社みらいコンチェルト 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/4)・
お盆(4日程度)

登園自粛協力日 ４月１日(新年度準備のため) 

開 園 時 間
7:30～19:30（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後２か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

6日目から通常保育(移行児は4日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 越谷わかば幼稚園 
保育室の特徴 環境も良くきれいな園舎で天然芝の園庭
も完備。子どもに様々な体験・経験を通した「遊び」を大
切にしています。伸び伸びとした遊びを通し、子どもの
興味・関心・好奇心を大切にし、友だちや保育者とのかか
わりの中から優しさや思いやりを育むようにしていま
す。

園からのメッセージ 「明るく、元気に、たくましく」をモ
ットーに０歳児から２歳児までの乳幼児を対象に集団生活
の第一歩として役立てていただければ幸いです。
 早く園に行きたい！またみんなで遊びたい！と思え、子ど
もにとって家庭の次である存在「第２の安心基地」（心のよ
りどころ・居場所）である園を目指しております。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ピクニック・お誕生日会 10 月 ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ・お誕生日会 

５月 端午の節句・お誕生日会 11 月 ★遠足・お誕生日会 

６月 社会科見学・お誕生日会 12 月 ★クリスマス会・お誕生日会

７月 七夕会・ﾌﾟｰﾙ開き・お誕生日会 １月 お正月遊び・お誕生日会 

８月 すいか割り・夏祭り会・
お誕生日会 

２月 節分・お誕生日会 

９月 ミニ運動会・お月見会・
お誕生日会 

３月 ひな祭り・お誕生日会・
★卒園式 

その他

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

行事制作費 ■必須 □選択 500 毎月 全園児 

遠足参加費 □必須 ■選択 実費 実施前 参加希望者 

写真代 □必須 ■選択 88/枚 購入時 購入希望者 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２０年９月・小規模保育Ｂ型 
運 営 株式会社城南フェアリィー 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後４か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

6日目から通常保育(移行児は6日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 大沢幼稚園 

保育室の特徴 お子様一人ひとりに寄り添い、ご家庭と
の連携を大切にしながら、生活習慣の形成のサポートを
します。また、たくさんの思い出をつくってほしいと願
い、月２回目安の行事も大切にしています♪

そして、令和３年度より「くぼた式育児法」を導入した
カリキュラムも実施しています！

園からのメッセージ ふぇありぃ保育園は、一人ひとりに寄
り添うことを大切に、パパママに安心してお預けいただける
こと・子どもたちがのびのびと心地良く笑顔でお過ごしでき
る園づくりがモットーです！ 

たくさんの笑顔の花咲くあたたかい保育を目指していま
す(*̂－̂*) 

ふぇありぃ保育園 東越谷
ひがし こし がや

園(3011)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

★小規模保育 
（Ａ型・Ｂ型は認可上の施設の類型です。）

こうさぎ園
え ん

弥
や

十郎
じゅうろう

の森
も り

(3024)

みらいほいくえん越谷園(3001)

- 30 -



マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月  10 月 ★運動会(越ヶ谷保育園運動会参加)

５月 内科検診 11 月 ★あおぞら保育（親子遠足） 

６月 育ちの記録配布・懇談会 12 月 ★保育ｶﾙﾁｬｰﾌｪｽﾀ参加(越ヶ谷保育園)

７月 七夕飾り・歯科検診 １月

８月 プール遊び ２月 節分（豆まき） 

９月  ３月 ★成長を喜ぶ会 

その他

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス 

スモック ■必須 □選択 1,300 入園時 1・2 歳児 

通園バッグ ■必須 □選択 1,650 入園時 全園児 

行事参加費(あお

ぞら保育) 

□必須 ■選択 400 年 1 回 1・2 歳児親子 

システム利用料 ■必須 □選択 200 毎月 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成１３年７月・小規模保育Ａ型 
運 営 社会福祉法人あかしや会 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆(8/13～15)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:30～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 満１歳の誕生日を迎えた日から（慣れ保育後）

その他 なし

標準的な
慣れ保育期間

7日目から通常保育(移行児は7日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 越ヶ谷保育園（２号・６名）

保育室の特徴 人工芝がとても気持ち良い園庭のある園
舎です。緑もあるので四季の移り変わりを感じながら過
ごすことができます。保育室も天井が高く広々としてい
るのでお外でもお部屋でものびのび遊ぶことができま
す。室内は換気システムも導入しているので、気になる
感染症対策にも考慮しています。

園からのメッセージ 赤ちゃんの好きな環境づくりを大切
に、家庭的で親しみやすく、安全で安らげる場と生き生きと
活動できる保育環境を提供します。
 子ども達の成長を見守りながら健やかな発達を促してい
きます。越ヶ谷保育園（連携施設園）には、月に２回ほど遊
びに行きます。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 ★入園式 10 月 ハロウィン 

５月  11 月 ★個別面談、総合避難訓練 

６月 ★保育参観・保護者会、歯

科検診 

12 月 クリスマス会、後期健康診断 

７月 七夕、前期健康診断 １月

８月 夏祭り ２月 節分 

９月 ミニ運動会 ３月 ★卒園式、雛祭り 

その他 誕生日会、身体測定、避難訓練 
※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

カラー帽子 ■必須 □選択 1,500 入園時 全園児 

防災頭巾 ■必須 □選択 1,500 入園時 全園児 

防水シーツ・敷布団シーツ □必須 ■選択 2,300 入園時 全園児 

レンタル布団 □必須 ■選択 700 毎月 全園児 

おむつ処理代 ■必須 □選択 300 毎月 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 令和２年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社アルタナーサリー 
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 満１歳の誕生日を迎えた日から（慣れ保育後）

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

11日目から通常保育(移行児は 11日目から)
※状況に応じて延びることがあります

土曜日等の共同保育
土曜日とお盆(8/13～16)、年末年始(休園日を除く
12/27～1/5)の保育は拠点方式(4～7 月越谷園、8～11
月越谷西口園、12～3月東越谷園)で行います

連携施設 大沢幼稚園(4 名)、 照蓮院さくら幼稚園

保育室の特徴 令和２年４月に開園いたしました。園舎
は陽当りが良く、小さいながらも園庭もあります。越谷
駅からは徒歩１５分ほどありますが、送迎用の駐車場も
完備しております。天気の良い日には、近隣の緑豊かな
広々とした公園に散歩に出かけ、自然に触れあいながら
伸び伸びと体を動かすことを楽しんでいます。

園からのメッセージ 「みんなの笑顔が輝くように、一人ひ
とりが主人公」という保育園の理念を掲げ、その子らしく伸
びていけるように、家庭的で温かい人のぬくもりを感じられ
るような保育を心がけています。食事は、毎日安心・安全な
美味しい給食を提供しております。 
 どうぞお気軽に見学にいらしてください。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 お花見会 10 月 ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ・ｻﾂﾏｲﾓ収穫 

５月 いちご狩り 11 月 ★引き渡し訓練・大根収穫

６月 歯科検診・じゃがいも収穫 12 月 クリスマス会 

７月 ★個別面談・水遊び １月 お正月遊び 

８月 ★夏祭り・水遊び・スイカ収穫 ２月 節分の会・内科検診 

９月 内科検診 ３月 ひな祭り・★卒園式 

その他 誕生会・身体測定・避難訓練 
※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡ノート ■必須 □選択 500 年１回 全園児
カラー帽子 ■必須 □選択 950 入園時 1・2歳児
通園バッグ ■必須 □選択 700 入園時 全園児
お昼寝用コットシーツ ■必須 □選択 1,300 入園時 全園児
ミニタオル（3枚） ■必須 □選択 210 入園時 1・2歳児
ガーゼハンカチ（5枚） ■必須 □選択 400 入園時 0歳児
食事用エプロン（2枚） ■必須 □選択 700 入園時 全園児
教材費 ■必須 □選択 300 毎月 全園児
災害共済給付 ■必須 □選択 240 入園時 全園児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 令和２年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社ホッピンキッズ 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)
お盆(4 日程度)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後４か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

7日目から通常保育(移行児は4日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 越谷教会附属越谷幼稚園、 照蓮院さくら幼稚園

保育室の特徴 園の畑で野菜の収穫体験や、地域の方々
との世代間交流を通して、豊かな気持ち、思いやりの心
を育みます。また、毎日の英語教室やフラッシュカード
で楽しく学びます。 

スプーン・フォーク・エプロン・タオル類は園で用意
し、保護者の負担を少なくします。

園からのメッセージ 見学に訪れたお母様から「私がもう 1
人いたらいいのにな」という声を聞きました。人としての大切
な土台作りである乳幼児期に、経験豊かな保育士が温かいお
うちのようなどんぐり園でお子様の成長をしっかりサポート
していきます。畑での自然体験や戸外遊び、英語教室などを行
い、子どもたちの興味や関心を広げています。ご家族の方と一
緒にお子様の成長を楽しんでいきたいと思います。

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

アルタベビー東
ひがし

越谷
こ し が や

園(3046)

赤
あ か

ちゃん保育アカデミー(3006)

はなたどんぐり保育園(3047)
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 お誕生会 新園児交流会 避難訓練 10 月 お誕生会 避難訓練 内科検診 

５月 お誕生会 避難訓練 歯科検診 11 月 お誕生会 避難訓練 

６月 お誕生会 避難訓練 内科検診 12 月 お誕生会 避難訓練 クリスマス会.

７月 お誕生会 プール開き 避難訓練 １月 お誕生会 避難訓練 

８月 お誕生会 避難訓練 ２月 お誕生会 豆まき 避難訓練 

９月 お誕生会 避難訓練 ３月 お誕生会 お別れ会 避難訓練 

その他 お野菜の収穫(きゅうり・トマト等) チューリップ収穫 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス 

ベッド用シーツ ■必須 □選択 1,650 入園時のみ 全年齢1回のみ

スポーツ共済 ■必須 □選択 240 4 月 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成１４年１２月・小規模保育Ａ型
運 営 特定非営利活動法人きらら・キッズ

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・ゴー

ルデンウィークに２日程度、お盆(8/11～17)

登園自粛協力日 なし

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後４か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な 
慣れ保育期間 

5 日目から通常保育(移行児は5日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設
北越谷幼稚園(２号・２名)、 しらこばと
幼稚園(１号・２名)、 大袋幼稚園(４名) 園からのメッセージ お仕事をされながらの小さいお子さ

んの育児やしつけ…家庭での両立はとても大変ですね…。保
護者の方がどの保育士にも気軽に話や相談のできるアット
ホームな保育園です。お子さんの食事も異年齢のお子さん同
士で楽しくでき、挨拶のできる笑顔の素敵なお子さんを育て
たいと思っています。いつでも見学できます。大袋駅から徒
歩３分…ぜひご覧ください。※見学は事前予約

保育室の特徴 電車好きなお子さんにはたまらない立
地！冷暖房・床暖房を完備し、広々とした部屋。異年齢、
兄弟姉妹のように楽しくのびのびと育つ家庭的保育、パ
パ＆ママを応援しお子様の健康やしつけ・経験豊富な全
員有資格の保育士がお子さんの初めての集団生活や成長
する過程に精一杯心を込めて保育いたします。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 入園・進級 10 月 秋の遠足、ハロウィン 

５月 ★個人面談、★親子バス遠足 11 月 消防署見学 

６月 内科・歯科検診、じゃがいも掘り 12 月 クリスマス会 

７月 プール開き １月 内科検診 

８月 みらいまつり ２月 豆まき 

９月 ★引き渡し訓練 ３月 ★生活発表会、★卒園式 

その他 お誕生日会（お子さんの誕生月） 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡帳 ■必須 □選択 200 入園時・なくなり次第 全園児 
園帽子 ■必須 □選択 1,000 入園時 全園児 
自由画帳 ■必須 □選択 300 入園時・進級時 全園児 
おしぼりポーチ ■必須 □選択 100 入園時 全園児 
コット用シーツ ■必須 □選択 2,000 入園時 満１歳～ 
写真代 □必須 ■選択 81  希望者 
親子遠足代 □必須 ■選択 その都度  希望者 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成１７年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社みらいコンチェルト 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/4)・
お盆(4日程度)

登園自粛協力日 ４月１日(新年度準備のため) 

開 園 時 間
7:30～19:30（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後２か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

6日目から通常保育(移行児は4日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 ぶどうぞの幼稚園・ 大袋わかば幼稚園

保育室の特徴 大袋駅西口から徒歩約１分。お散歩をし
ながら、大好きな電車を近くで見ることができます。

子どもに様々な体験・経験を通した「遊び」を大切にし
ています。伸び伸びとした遊びを通し、子どもの興味・関
心・好奇心を大切にし、友だちや保育者とのかかわりの
中から優しさや思いやりを育むようにしています。

園からのメッセージ 「明るく、元気に、たくましく」をモ
ットーに０歳児から２歳児までの乳幼児を対象に集団生活
の第一歩として役立てていただければ幸いです。
 早く園に行きたい！またみんなで遊びたい！と思え、子ど
もにとって家庭の次である存在「第２の安心基地」（心のよ
りどころ・居場所）である園を目指しております。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園を祝う会 10月 ★親子運動会 園外保育 ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ

５月 園外保育（２歳児） 11月 内科検診 

６月 ★保育参観 内科検診 歯科検診 12月 ★クリスマス会（保育参観） 

７月 プール開き 七夕まつり １月 お正月遊び 

８月 プール ２月 節分・豆まき 

９月 ★敬老参観 ３月 おひな祭り ★成長を祝う会 

その他 ベビースイミング、キッズイングリッシュ、お誕生日会、避難訓練、身体測定(毎月)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡ノート □必須 ■選択 250 紛失時 全園児
スモック（袖無） □必須 ■選択 1,500 入園時 1～2歳児
スモック（長袖） □必須 ■選択 1,530 入園時 1～2歳児
日よけ帽子 ■必須 □選択 970 入園時 全園児
教育教材費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児
保護者会費 ■必須 □選択 300 毎月 全園児
2歳児ｽｲﾐﾝｸﾞ □必須 ■選択 1,500 1 回 2 歳児
ｽﾎﾟｰﾂ保険加入料 ■必須 □選択 800 年 1回 全園児
布団レンタル代 ■必須 □選択 1,200 毎月 全園児
行事参加費 □必須 ■選択 その都度 その都度 その都度

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 令和３年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社 Sun’s 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆(8/13～15)

登園自粛協力日 ４月１日（新年度準備のため） 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 満１歳の誕生日を迎えた日から（慣れ保育後）

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

8日目から通常保育(移行児は4日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 大袋わかば幼稚園 
保育室の特徴 当園は、認定こども園わかばの森ナーサ
リー、越谷・大袋わかば幼稚園の姉妹園で、大袋駅から徒
歩８分の立地に開園した保育園です。 
 ベビースイミング、キッズイングリッシュ等の外部講
師を取り入れての指導を行うと共に、リトミック・製作
等の様々なカリキュラムを組んで保育を行っています。

園からのメッセージ 当園の名称でもある「ポコ・ア・ポコ」
はイタリア語の音楽用語で「少しずつ」という意味です。「少
しずつあせらずゆっくり」をモットーに一人ひとりに合わせ
たきめ細かい保育を心がけています。保護者の方々と一緒に
温かく見守っていきたいと思っています。のびのび笑顔いっ
ぱいの保育室です。

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

みらいほいくえん大袋
おおふくろ

駅前
え き ま え

園(3008)

大袋
おおぶくろ

保育室 ポコ・ア・ポコ(3055)

きらら・キッズ おおぶくろ(3002)
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 
主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 10 月 ★秋の行事 内科検診 

５月 内科検診 ★春の行事 11 月

６月 歯科検診 ★体験保育(2歳児) 

合同誕生会(4・5・6月) 

12 月 合同誕生会(10・11・12 月) 

７月  １月

８月 夏の行事 ２月 ★個人面談 

９月 ★引き渡し訓練(防災訓練) 

合同誕生会(7・8・9月) 

３月 ★冬の行事 合同誕生会(1・2・3月)

その他 避難訓練(毎月) 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

カラー帽子 ■必須 □選択 600 年１回 １・２歳児 

おたよりケース ■必須 □選択 200 入園時 全園児 

連絡帳 ■必須 □選択 200 入園時等 全園児 

自由画帳 ■必須 □選択 200 進級時等 ２歳児 

行事費 □必須 ■選択 実費 都度請求 全園児 
※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成３１年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 学校法人菊地学園 
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 お盆期間(３日程度)

開 園 時 間
7:30～18:30(土曜 7:00～19:00) 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後２か月から（慣れ保育後）

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

8日目から通常保育(移行児は8日目から)
※状況に応じて延びることがあります

土曜日等の共同保育
土曜日・お盆(8/13～16)・年末年始(12/28・1/4)の
保育は認定こども園しらこばと幼稚園で行います

連携施設 認定こども園しらこばと幼稚園(２号)

保育室の特徴 大袋駅徒歩３分の立地に建つ小さな園で
す。園庭の砂場や目の前の公園遊具で楽しく遊ぶことが
できます。お天気の良い日には、連携施設の認定こども
園しらこばと幼稚園にて一緒に楽しく遊ぶこともありま
す。落ち着いた中にも明るくかつ個性的な保育室からは
スカイツリーラインが眺望でき、子ども達は目を輝かせ
ています。

園からのメッセージ まあ先生が理事長を務める学校法人
菊地学園 認定こども園しらこばと幼稚園の附属保育園で
す。一人ひとりの成長に合わせ寄り添い、ていねいな保育を
行っています。今年度から乳児が主役となり楽しめる行事を
行って行きます。日頃より交流を図っているので、受け入れ
体制も万全です。卒園後もスムーズな進級ができるのでご安
心ください。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 10 月 ★秋の行事 内科検診 

５月 内科検診 ★春の行事 11 月

６月 歯科検診 ★体験保育(2歳児) 

合同誕生会(4・5・6月) 

12 月 合同誕生会(10・11・12 月) 

７月  １月

８月 夏の行事 ２月 ★個人面談 

９月 ★引き渡し訓練(防災訓練) 

合同誕生会(7・8・9月) 

３月 ★冬の行事 合同誕生会(1・2・3月)

その他 避難訓練(毎月) 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

カラー帽子 ■必須 □選択 600 年１回 １・２歳児 

おたよりケース ■必須 □選択 200 入園時 全園児 

連絡帳 ■必須 □選択 200 入園時等 全園児 

自由画帳 ■必須 □選択 200 進級時等 ２歳児 

行事費 □必須 ■選択 実費 都度請求 全園児 
※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 令和２年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 学校法人菊地学園 
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 お盆期間(３日程度) 

開 園 時 間
7:30～18:30(土曜 7:00～19:00) 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後６か月から（慣れ保育後） 

その他 なし
標準的な
慣れ保育期間

8日目から通常保育(移行児は8日目から)
※状況に応じて延びることがあります

土曜日等の共同保育
土曜日・お盆(8/13～16)・年末年始(12/28・1/4)の
保育は認定こども園しらこばと幼稚園で行います

連携施設 認定こども園しらこばと幼稚園(２号)

保育室の特徴 せんげん台駅東口ロータリーからすぐの
好立地に建つ施設です。園内は窓から温かな自然光が差
し込む、広々としたワンフロア設計でフロア全体が見渡
せるので子ども達の安全面にも配慮され、のびのびと活
動することができます。また、法人内の認定こども園と
附属保育園の３園で幅広い交流が持てます。

園からのメッセージ まあせんせいが理事長を務める学校
法人菊地学園 認定こども園しらこばと幼稚園の附属保育
園です。一人ひとりの成長に合わせ寄り添い、ていねいな保
育を行っています。行事はしらこばと幼稚園と合同で行った
り、日頃より交流を図っているので、受入れ体制も万全です。
卒園後もスムーズな進級ができるのでご安心ください。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月  10 月 秋の徒歩遠足 ★個人面談 

５月 こどもの日 母の日 11 月 内科検診 消防署見学 

６月 ★個人面談 歯科検診 父の日 12 月 クリスマス会 

７月 七夕 内科検診 プール開き １月  

８月  ２月 節分 

９月  ３月 ひなまつり お別れ会 

その他 誕生日会（お子さんの誕生月） 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス 

行事等の写真代 □必須 ■選択 １枚45 年 3～4 回 全園児 

連絡帳 ■必須 □選択 110 入園時、破

損したとき 

全園児 

園帽子 ■必須 □選択 1,000 入園時 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成１１年１０月・小規模保育Ａ型
運 営 有限会社エンゼルキッズ 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:30（土曜 7:30～19:00） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後６週間から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

8日目から通常保育(移行児は4日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 ぶどうぞの幼稚園 
保育室の特徴 せんげん台駅から５分と駅に近く、送迎・
通勤にも便利です。生後６週間よりお預かりをし、延長
保育も行っています。

園近くには、大小さまざまな公園があり、毎日子ども
たちと一緒にあちこち探検に出かけ、いろいろな発見を
楽しんでいます。

園からのメッセージ 
育児での悩みや心配事を、経験豊富な保育士たちと一緒に考
えながら、お子様の成長を見守っていきましょう。

エンゼルキッズ(3005)

(3041)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

しらこばと附属
ふ ぞ く

保育園大袋駅前
お お ぶ く ろ え きま え

(3036)
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月  10 月 健康診断・ハロウィンパーティ 

５月 こどもの日・健康診断 11 月 消防署見学 

６月 体験クッキング(食育月間)・ 

歯科検診 

12 月 体験クッキング(食育月間)・ 

クリスマス会 

７月 ★保護者会・七夕・プール開き １月 正月遊び 

８月 すいか割り・流しそうめん ２月 節分 

９月 体験クッキング(食育月間) ３月 ひなまつり・お別れ遠足・食事会 

そ の 他 誕生日会（4月～3月）・身体測定・避難訓練 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡帳 ■必須 □選択 325 使用頻度 全園児 
名札 ■必須 □選択 270 入園時 全園児 
おたより袋 ■必須 □選択 405 入園時 全園児 

写真代 □必須 ■選択

L版106、
KG版 210、 
2L版 283(税込) 
送料：1件222

購入時 希望者 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２１年５月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社西郷 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/28～1/5)・
お盆休み(8/13～15)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間

7:00～20:00（土曜 7:00～18:00） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 

(土曜 7:00～18:00)

短時間 の通常保育 8:30～16:30 
時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後６か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

7日目から通常保育(移行児は5日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 アスナロ幼稚園 

保育室の特徴 せんげん台駅から徒歩３分という場所な
がら閑静な住宅街の中に当園があり、交通量も少なく安
全な立地条件となっており、園周辺にはたくさんの公園・
自然が豊富にあります。

室内は広い空間、窓が大きく外も見え明るい環境にな
っており、お子様目線で安心を得られます。

園からのメッセージ 少ない人数なので、お子様の成長に合
わせ保護者の方と保育士で話し合いながら、そのお子様にあ
った保育を進めていきます。

また、季節の行事を大切にし、情緒豊かな精神を養い育成
していきます。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月  10 月 ハロウィン 

５月 こどもの日 11 月 内科検診 

６月 内科・歯科検診 ★保護者会 12 月 クリスマス会 

７月 プール開き 七夕集会 １月 正月遊び 

８月 すいか割り ２月 節分 

９月 十五夜 ３月 ひなまつり お別れピクニ

ック ★保護者会 

その他 誕生日会（４月～３月） おまつりごっこ 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

災害共済給付費 ■必須 □選択 300 年１回 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２１年１１月・小規模保育Ａ型
運 営 特定非営利活動法人色彩みらい 
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後２か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

7日目から通常保育(移行児は3日目から)
※状況に応じて延びることがあります

土曜日等の共同保育
土曜日・お盆(8/13～16)・年末年始(12/27～1/5)の
保育はキッズハウスクレヨンひよこ組で行います

連携施設 
しらこばと幼稚園(１号。ひよこ組とあわせて５

名)、 ぶどうぞの幼稚園、 大袋わかば幼稚園

保育室の特徴 キッズハウスクレヨンは、育脳に力を入
れています。日々の保育の中の「これは何だろう？」とい
う子どもたちの好奇心を大切にし、自分で考え行動でき
る力を育てます。たくさんの経験を積めるように、英語・
リトミック・おはなし会を取り入れ、戸外遊びを積極的
に行い、心と身体の成長を手助けしていきます。

園からのメッセージ 仕事と育児の両方を精一杯サポート
させていただきます。たくさんの自然に触れながら、色々な
ことを感じ、経験し、子どもたちの成長を一緒に喜べる、そ
んなあたたかい保育を提供できるようにスタッフ一同一生
懸命頑張っています。

美味しい給食、手作りおやつが自慢です。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月  10 月 ハロウィン 

５月 こどもの日 11 月 内科検診 

６月 内科・歯科検診 ★保護者会 12 月 クリスマス会 

７月 プール開き 七夕集会 １月 正月遊び 

８月 すいか割り ２月 節分 

９月 十五夜 ３月 ひなまつり お別れピクニ

ック ★保護者会 

その他 誕生日会（４月～３月） おまつりごっこ 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

災害共済給付費 ■必須 □選択 300 年１回 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２３年１０月・小規模保育Ａ型
運 営 特定非営利活動法人色彩みらい 
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後２か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

7日目から通常保育(移行児は3日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 
しらこばと幼稚園(１号。あんず組とあわせて５

名)、 ぶどうぞの幼稚園、 大袋わかば幼稚園

保育室の特徴 キッズハウスクレヨンは、育脳に力を
入れています。日々の保育の中の「これは何だろう？」と
いう子どもたちの好奇心を大切にし、自分で考え行動で
きる力を育てます。たくさんの経験を積めるように、英
語・リトミック・おはなし会を取り入れ、戸外遊びを積極
的に行い、心と身体の成長を手助けしていきます。

園からのメッセージ 明るくて元気な保育士が勢ぞろい。子
どもの成長を助けるために、一人ひとりと向き合った保育を
していきます。

子ども達も保護者の方も、いつも笑顔でいられるように、
しっかりとサポートさせていただきます。

手作りの温かい給食はとってもおいしいですよ！

キッズハウスクレヨンあんず組
ぐ み

(3015)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

キッズハウスクレヨンひよこ組
ぐ み

(3020)

Kids
き っ ず

ぷれいすバンビーノ(3012)
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 お花見ピクニック 10 月 内科検診・ハロウィン・十五夜 

★遠足 
５月 内科検診・こどもの日 

★給食試食会 

11 月 紅葉狩りピクニック 

６月 歯科検診・プール開き 12 月 クリスマス・冬至 
７月 七夕・丑の日 １月 春の七草 
８月  ２月 交番と消防署見学・節分 
９月 菊の節句 ３月 ひなまつり ★アップルの集い

その他 誕生日会(園児の誕生月) 

毎月：クッキング保育・消火避難訓練・身体測定 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス 

連絡帳 ■必須 □選択 約450 年数回 全園児 

災害共済給付 ■必須 □選択 315 年 1 回 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２２年１月・小規模保育Ｂ型 
運 営 個人（渡辺 好） 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/5)・
お盆休み(３日程度)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後６週間から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

9日目から通常保育(移行児は9日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 ぶどうぞの幼稚園・ あゆみ幼稚園

保育室の特徴 栄養士がプロデュースする当園は、スタ
ッフのふるさと島根県の奥出雲から随時届けられる季節
の野菜やお米、手作りの味噌などを使い、和食を中心と
した献立で子ども達を迎えます。ケーキやうどんなどの
クッキング保育等、楽しいイベントをスタッフ共々企画
しております。

園からのメッセージ 家庭的で居心地の良い空間を目指し
ました。

「すくすく・のびのび・もぐもぐ」をコンセプトに、子ど
も達一人ひとりが主役と考え、日々の山あり谷ありを温かく
包み、のんびりとした時間の流れを感じながら楽しく過ごし
ていただきます。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式（3月31 日実施） 10 月 運動会、ハロウィンパーティ、 

交番・消防署見学 
５月  11 月 ★保護者会、内科検診 

６月 内科検診、歯科検診、 
★個人面談 

12 月 クリスマス会 

７月 水遊び、夏祭り １月 お買い物ごっこ 

８月 水遊び、すいか割り大会 ２月 豆まき、★お楽しみ会(お遊戯会) 

９月 ★保育士体験(9～3 月ま
での間) 

３月 お別れ遠足（お弁当）、★卒園式

その他 毎月：お誕生日会、身体測定、避難訓練、食育の日 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

写真代 □必須 ■選択 L版47、2L版100、
DL105(全て税抜)
送料：1封筒ごと
税込175(税抜) 

写 真 購 入

ごと 

全園児 

行事参加費 □必須 ■選択 必要があれば都度徴収 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２７年１０月・小規模保育Ａ型
運 営 スマート保育園株式会社 
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:30 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後４か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

7日目から通常保育(移行児は3日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 大袋わかば幼稚園、 ぶどうぞの幼稚園

保育室の特徴 イオンせんげん台店の隣にある保育園で
す。室内は、陽当たりの良い明るい保育室で、主に生活
と、遊びのスペースに分けて過ごしています。晴れた日
には、お散歩や近隣の公園に行って遊んでいます。給食
は、「好きなものはもっと好きに」、「苦手なものは食べら
れるように」と、衛生面に留意し調理方法など工夫しな
がら、毎日安全でおいしい給食を園内調理し、提供して
おります。

園からのメッセージ 子ども達が「今日も行きたい」、「明日
も行きたい」と思える保育園を目指しています。我が園で生
活するみんなが、うれしいときは共に喜び合い、悲しいとき
は共に悲しい、いけないことをしたときは叱られる… お父
さんがいて、お母さんがいて、お姉さんがいて、きょうだい
がいる。楽しくてにぎやかな雰囲気の中で、心身共に育ちあ
える大家族のような保育を心掛けています。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★たのしいはじまりの日

（入所式） 
10 月 運動会ごっこ ハロウィン 

内科検診 
５月 こどもの日 11 月 七五三 
６月 ★個人面談 内科検診 12 月 ★クリスマス会 
７月 ★七夕の会 水遊び １月 お正月遊び 
８月 水遊び ２月 ★個人面談 節分 
９月 ★引取り訓練 歯科検診 ３月 ひなまつり お別れ遠足 ★夢

いっぱい未来に向かう日(修了
式) 

その他 毎月：英語教室・身体測定・避難訓練 誕生日会(園児の誕生月) 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

行事参加費 ■必須 □選択 500 毎月 全園児 

カラー帽子 ■必須 □選択 2,500 入園時 全園児 

遠足費 □必須 □選択 実費 その都度徴収 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２１年３月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社コマーム 
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00（土曜 7:30～19:00） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 １歳児クラスから（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

7日目から通常保育(移行児は3日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 大沢幼稚園、 越谷くるみ幼稚園

保育室の特徴 「子どもの最高の笑顔のために」を基本
に捉え、子どものあるがままを受け入れ、愛着関係をし
っかり紡ぐ応答的保育と、子どもの発達にとって大切な
遊びをバランスよく取り入れて保育を行います。

「学び」・「遊び」・「育み」を大切にして、人とかかわる
力を育てます。

園からのメッセージ コマーム保育のこだわり
●保育者がひとり一人の個性豊かな発想をサポート
●芸術がそばにある、夢を育む心地よい空間
●集中して遊び込めたり、ほっこり過ごせるコーナー保育
●発達を支える、ミマモリングシステムの導入
●月２回英語教室を実施

保育園(3025)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

apple
あ っ ぷ る

tree
つ り ー

(3016)

コマームナーサリー北越谷
き た こ し が や

(3057)
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 入園・進級 10 月 秋の遠足、ハロウィン 

５月 ★個人面談、★親子バス遠足 11 月 消防署見学 

６月 内科・歯科検診、じゃがいも掘り 12 月 クリスマス会 

７月 プール開き １月 内科検診 

８月 みらいまつり ２月 豆まき 

９月 ★引き渡し訓練 ３月 ★生活発表会、★卒園式

その他 お誕生日会（お子さんの誕生月） 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡帳 ■必須 □選択 200 入園時・なくなり次第 全園児 
園帽子 ■必須 □選択 1.000 入園時 全園児 
自由画帳 ■必須 □選択 300 入園時・進級時 全園児 
おしぼりポーチ ■必須 □選択 100 入園時 全園児 
コット用シーツ ■必須 □選択 2.000 入園時 満１歳～
写真代 □必須 ■選択 81  希望者 
親子遠足代 □必須 ■選択 その都度  希望者 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 令和４年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社みらいコンチェルト 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/4)・
お盆(４日程度)

登園自粛協力日 ４月１日(新年度準備のため) 

開 園 時 間
7:30～19:30（土曜 7:30～18:30）
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後２か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

6日目から通常保育(移行児は4日目から)
※状況に応じて延びることがあります

土曜日等の共同保育
土曜日の保育はみらいほいくえん北越谷西口園で行い

ます 

連携施設 ぶどうぞの幼稚園、 大袋わかば幼稚園

保育室の特徴 北越谷駅東口から徒歩約８分。逆川沿い
の桜並木が綺麗で自然豊かな立地で天然芝の園庭を完
備。子どもに様々な体験・経験を通した「遊び」を大切に
しています。伸び伸びとした遊びを通し、子どもの興味・
関心・好奇心を大切にし、友だちや保育者とのかかわり
の中から優しさや思いやりを育むようにしています。

園からのメッセージ 「明るく、元気に、たくましく」をモ
ットーに、０歳児から２歳児までの乳幼児を対象に集団生活
の第一歩として役立てていただければ幸いです。 
 早く園に行きたい！またみんなで遊びたい！と思え、子ど
もにとって家庭の次である存在「第２の安心基地」（心のよ
りどころ・居場所）である園を目指しております。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 入園・進級会 10 月 ★芋掘り遠足、ﾊﾛｳｨﾝ、内科検診
５月 内科検診 11 月 ★保育参観
６月 歯科検診 12 月 クリスマス会
７月 夏祭り １月 お正月遊び
８月 水遊び ２月 ★親子お楽しみ会

クッキー作り、豆まき 
９月 ★引き渡し訓練、★消防署見

学、おにぎり作り 
３月 ★卒園式（２歳児のみ）

その他 お誕生日会、避難訓練、身体測定
※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育連絡ノート ■必須 □選択 540 入園時 全園児
カラー帽子 ■必須 □選択 1,000 入園時 全園児
シール帳セット ■必須 □選択 520 年 1 回 全園児
災害共済給付 ■必須 □選択 240 年 1 回 全園児
教材費 ■必須 □選択 1,500 年１回 全園児
コットシーツ代 ■必須 □選択 900 入園時 全園児
お芋掘り遠足 □必須 ■選択 芋代実費 年1 回 希望者のみ

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２２年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社ひまわり 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆休み(３日程度)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:30～18:30 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後２か月から（お子さんの様子を見ながら）

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

5日目から通常保育(移行児は3日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 大沢幼稚園(４名)、 越谷くるみ幼稚園(４名)

保育室の特徴 北越谷駅東口から徒歩５分、公園や元荒
川の土手が近くにあり、子どもたちはのびのびと身体を
動かして遊んでいます。少人数なので家庭的な雰囲気の
中、一人ひとりに寄り添いながら成長を見守っていきま
す。親子行事も充実しているほか、週一回講師によるバ
レエリトミックも行っています。ベビーカーは無料でお
預かりします。

園からのメッセージ 子ども達にとって楽しい園、保護者の
皆様にとって安心できる園でありたいと考えております。保
護者の皆様と信頼関係を築くことが子ども達の精神的安定
を図り、成長への一歩につながります。保護者の皆様との対
話を大切にお子様の成長を喜びあえる園でありたいと思い
ます。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 10 月 ★秋の行事 内科検診 

５月 内科検診 ★春の行事 11 月

６月 歯科検診 ★体験保育(2歳児) 

合同誕生会(4・5・6月) 

12 月 合同誕生会(10・11・12 月) 

７月  １月

８月 夏の行事 ２月 ★個人面談 

９月 ★引き渡し訓練(防災訓練) 

合同誕生会(7・8・9月) 

３月 ★冬の行事 合同誕生会(1・2・3月)

その他

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

カラー帽子 ■必須 □選択 600 年１回 １・２歳児 

おたよりケース ■必須 □選択 200 入園時 全園児 

連絡帳 ■必須 □選択 200 入園時等 全園児 

自由画帳 ■必須 □選択 200 進級時等 ２歳児 

行事費 □必須 ■選択 実費 都度請求 全園児 
※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 令和４年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 学校法人菊地学園 
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 お盆期間(３日程度)

開 園 時 間
7:30～18:30 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後６か月から（慣れ保育後）

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

8日目から通常保育(移行児は8日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 
認定こども園しらこばと幼稚園(２号)、
精華幼稚園

保育室の特徴 北越谷駅西口から徒歩５分。駅近であり
ながら目の前には元荒川の土手が広がり、春には桜満
開！四季を感じ触れられる自然に恵まれた環境です。

また、広い園庭や近隣の公園など体をいっぱい使った
遊びも楽しめます。外部講師による音楽表現あそびなど、
ここでしかできないたくさんの体験をご用意しておりま
す。

園からのメッセージ まあせんせいが理事長を務める学校
法人菊地学園 認定こども園しらこばと幼稚園の附属保育
園です。附属園３園目となり、合同での活動や幼稚園の行事
参加を通して、卒園後のスムーズな進級へとつなげていきま
す。「第二のおうち」として一人ひとりのお子様に寄り添い、
全員が安心して過ごせる温かい保育を大切にしていきます。

北越谷
き た こ し が や

ひまわり園(3017)

みらいほいくえん北越
き た こ し

谷
が や

東口
ひがしぐち

園(3059)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

北越谷
き た こ し が や

駅前
え き ま え

 (3058)
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 お花見 10 月 ハロウィン  

５月 こどもの日、★個別面談 11 月 芋煮会 

６月 ★親睦会 12 月 ★保育参観、クリスマス会 

７月 七夕、水遊び、★縁日あそび １月 お正月遊び、雪遊び 

８月 水遊び、すいかわり ２月 節分、おたのしみ会 

９月 ★個別面談 ３月 ひなまつり、★親睦会 

その他 誕生日会、食育活動、施設間交流、★個別保育参加 
保護者参加型行事「★」は全て希望者のみが参加する行事です。

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡帳 ■必須 □選択 275 年4回程度 全園児 

お散歩用帽子 ■必須 □選択 1,540 入園時 全園児 

ﾍﾞﾋﾞｰｶｰお預かり代 □必須 ■選択 1,100 毎月 利用者のみ

口座振替手数料 □必須 ■選択 110 毎月 利用者のみ

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２２年９月・小規模保育Ａ型 
運 営 有限会社三鈴 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆休み(３日程度)

登園自粛協力日 １２月１６日（園内大掃除のため）

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢
生後６か月から（園児の体調・園生活の様子
による） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

10日目から通常保育(移行児は5日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 
北越谷幼稚園(２号・１名)、 大沢幼稚園(５名)、
大袋わかば幼稚園(１名以上)

保育室の特徴 北越谷駅から徒歩１分。送迎用駐車場・
駐輪場も備えております。園庭ではボールやしゃぼん玉、
お砂遊びと元気な声が響いています。近くには公園や神
社、元荒川の土手もあり身近な自然にふれあいながらお
散歩しています。「地域の中で育つ子ども達」近隣の幼稚
園・保育園や地域の方との交流も大切にしています。

園からのメッセージ 一人ひとりを大切に、安全・安心・健
全な温かい保育を心がけています。ふれあいを多く持ち、笑
いあったり泣いたり怒ったり色々な姿を出しのびのびと過
ごしています。季節の遊びや素材遊び、食育活動など、たく
さんの経験と発見をしながら成長していく姿を一緒に楽し
みましょう。ぜひ一度、園に遊びに来てくださいね(要予約)。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 入園・進級 10 月 秋の遠足、ハロウィン 

５月 ★個人面談、★親子バス遠足 11 月 消防署見学 

６月 内科・歯科検診、じゃがいも掘り 12 月 クリスマス会 

７月 プール開き １月 内科検診 

８月 みらいまつり ２月 豆まき 

９月 ★引き渡し訓練 ３月 ★生活発表会、★卒園式

その他 お誕生日会（お子さんの誕生月） 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡帳 ■必須 □選択 200 入園時・なくなり次第 全園児 
園帽子 ■必須 □選択 1.000 入園時 全園児 
自由画帳 ■必須 □選択 300 入園時・進級時 全園児 
おしぼりポーチ ■必須 □選択 100 入園時 全園児 
コット用シーツ ■必須 □選択 2.000 入園時 満１歳～
写真代 □必須 ■選択 81  希望者 
親子遠足代 □必須 ■選択 その都度  希望者 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 令和２年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社みらいコンチェルト 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/4)・
お盆(４日程度)

登園自粛協力日 ４月１日(新年度準備のため) 

開 園 時 間
7:30～19:30（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後２か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

6日目から通常保育(移行児は4日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 ぶどうぞの幼稚園、 大袋わかば幼稚園

保育室の特徴 北越谷駅西口から徒歩約３分。ウッドデ
ッキの園庭で子ども達が思いっきり遊ぶことができま
す。子どもに様々な体験・経験を通した「遊び」を大切に
しています。伸び伸びとした遊びを通し、子どもの興味・
関心・好奇心を大切にし、友だちや保育者とのかかわり
の中から優しさや思いやりを育むようにしています。

園からのメッセージ 「明るく、元気に、たくましく」をモ
ットーに、０歳児から２歳児までの乳幼児を対象に集団生活
の第一歩として役立てていただければ幸いです。 
 早く園に行きたい！またみんなで遊びたい！と思え、子ど
もにとって家庭の次である存在「第２の安心基地」（心のよ
りどころ・居場所）である園を目指しております。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 10 月 ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ、健康診断
５月 徒歩遠足、健康診断 11 月 日向ぼっこ会、★引き渡し訓練
６月 ★個人面談、歯科検診、

交通安全教室 
12 月 ★公開リハーサル、★発表会、

クリスマス会 
７月 七夕会、プール開き １月 ★個人面談、消防署見学
８月 夏祭り ２月 節分豆まき会、幼稚園交流会
９月 ★懇談会 ３月 ★入園案内説明会、★卒園式
そ の 他 毎月の行事：発育測定、避難訓練、お誕生日会

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育ノート ■必須 □選択 150 入園時・随時 全園児
園帽子 ■必須 □選択 1,100 入園時 全園児
スケッチブック ■必須 □選択 250 入園時 1歳以上
くまさんゆうびん ■必須 □選択 350 入園時 全園児
災害共済給付費 ■必須 □選択 240 入園時・年度初め 全園児
ベッドシーツ □必須 ■選択 2,900 入園時・随時 1・2歳児
おむつ(3枚 1 ｾｯﾄ) □必須 ■選択 150 不足時のみ 全園児
おしりナップ □必須 ■選択 180 不足時のみ 全園児
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾊﾟｯﾄ(3枚1 ｾｯﾄ) □必須 ■選択 150 不足時のみ 1・2歳児
水遊びおむつ(1 枚) □必須 ■選択 200 不足時のみ 全園児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成１９年１１月・小規模保育Ｂ型
運 営 株式会社エンジェルハウス 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆(8/12～15)

登園自粛協力日 ３月３１日(新年度準備のため) 

開 園 時 間
7:30～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後４か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

8日目から通常保育(移行児は8日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 精華幼稚園、 越谷わかば幼稚園

保育室の特徴
●安心の担任制
●親子参加型の行事が盛りだくさん！
●一人ひとりの成長に合わせた手作り給食
●経験豊かな保育士が多数常勤
●手作りの給食で毎日美味しくいただきます！

※食物アレルギーのお子様には除去食で対応

園からのメッセージ ご家庭との信頼関係を大切にし、お子
様の成長を共に喜び、子ども達が登園することを楽しみにし
てくれるような園作りをしています。

また、子ども達の第二の母となれるよう、体の温もり、一
人ひとりの気持ちに寄り添いながら安心して過ごせる環境
を整え、保護者の育児と就労の両立を応援します。

エンジェルハウス蒲生
が も う

第一
だ い い ち

園(3014)

みらいほいくえん北越
き た こ し

谷
が や

西口
に し ぐ ち

園(3045)

モンクール．保育園 北越谷
き た こ し が や

園(3019)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 - 37 -



マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★個人面談 10 月 ハロウィンパーティ、内科検診
５月 内科検診 11 月 ★引き渡し訓練、徒歩遠足
６月 ★懇談会、歯科検診 12 月 クリスマス会
７月 七夕会、交通安全教室、

プール開き 
１月

８月 夏祭り、★個人面談 ２月 節分豆まき会、精華幼稚園交流会
９月 消防署見学 ３月 ★お楽しみ会、★入園説明会
その他 発育測定、避難訓練、お誕生会

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育ノート ■必須 □選択 150 入園時・随時 全園児
園帽子 ■必須 □選択 1,100 入園時 全園児
スケッチブック ■必須 □選択 250 入園時 1歳以上
くまさんゆうびん ■必須 □選択 350 入園時 全園児
災害共済給付費 ■必須 □選択 240 入園時・年度初め 全園児
おむつ(3枚 1 ｾｯﾄ) □必須 ■選択 150 不足時のみ 全園児
おしりナップ □必須 ■選択 180 不足時のみ 全園児
水遊びおむつ(1 枚) □必須 ■選択 200 不足時のみ 全園児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２７年１０月・小規模保育Ｂ型
運 営 株式会社エンジェルハウス 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆(8/12～15)

登園自粛協力日 ３月３１日(新年度準備のため) 

開 園 時 間
7:30～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後４か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

8日目から通常保育(移行児は8日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 精華幼稚園、 越谷わかば幼稚園

保育室の特徴
●安心の担任制
●親子参加型の行事が盛りだくさん！
●経験豊かな保育士が多数常勤
●一人ひとりの成長に合わせた手作り給食
●手作りの給食で毎日美味しくいただきます！

※食物アレルギーのお子様には除去食で対応

園からのメッセージ ご家庭との信頼関係を大切にし、お子
様の成長を共に喜び、子ども達が登園することを楽しみにし
てくれるような園作りをしています。

また、子ども達の第二の母となれるよう、体の温もり、一
人ひとりの気持ちに寄り添いながら安心して過ごせる環境
を整え、保護者の育児と就労の両立を応援します。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式、★個人面談 10 月 秋のピクニック、ハロウィン 

５月 内科検診、端午の節句 11 月 内科検診、★公開保育 

６月 歯科検診、★保育参観 12 月 クリスマス会 

７月 七夕集会 １月 お楽しみ会 

８月 水遊び、★夏祭り ２月 節分豆まき 

９月  ３月 ひな祭り会、★お別れ会(2歳児)

その他 避難訓練、発育測定、食育 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス 

連絡ノート ■必須 □選択 200 なくなり次第 全園児 

出席ブック ■必須 □選択 500 入園・進級時 1・2歳児 

出席シール ■必須 □選択 300 入園・進級時 1・2歳児 
集金袋 ■必須 □選択 50 なくなり次第 全園児 

集金バック ■必須 □選択 250 入園時 全園児 

帽子 ■必須 □選択 1,200 入園時 1・2 歳児 

スモック ■必須 □選択 2,500 入園時 1・2 歳児 

名札 ■必須 □選択 200 入園・進級時 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成９年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社すてっぷ・ばい・すてっぷ

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆(8/12～15)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後２か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

1日目から通常保育(移行児は1日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 越谷わかば幼稚園(2 名)、 精華幼稚園

保育室の特徴 新越谷駅・南越谷駅から近く、日当たり
のよい保育室と、小規模保育では珍しい、柔らかい人工
芝の広々とした園庭が特徴です。小さなお子様の長時間
の保育も、経験豊かな保育スタッフが親身に対応します。
※アレルギー対応（除去）、発達などの心配やお悩みがあ

る方もご相談ください。

園からのメッセージ 「子どもの安全と安心を基本として、
自ら伸びる力を大切にし、成長と個性に応じて多様のある保
育」を保育方針に掲げ、担任制できめ細やかな保育をしてい
ます。季節ごとに行事を盛り込み、様々な経験を通し、一人
ひとりの健やかでしなやかな育ちをサポートします。本園の
詳しい内容は、「ひだまり保育園ホームページ」をご覧くだ
さい。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式、★個人面談 10 月 秋のピクニック、ハロウィン 

５月 内科検診、端午の節句 11 月 内科検診、★公開保育 

６月 歯科検診、★保育参観 12 月 クリスマス会 

７月 七夕集会、★夏祭り １月 お楽しみ会 

８月 水遊び ２月 節分豆まき 

９月  ３月 ひな祭り、★お別れ会(２歳児) 

その他 発育測定、食育、避難訓練 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡ノート ■必須 □選択 200 なくなり次第 全園児 

出席ブック ■必須 □選択 500 入園・進級時 1・2歳児 

出席シール ■必須 □選択 300 入園・進級時 1・2歳児 

集金袋 ■必須 □選択 50 なくなり次第 全園児 
集金バック ■必須 □選択 250 入園時 全園児 

帽子 ■必須 □選択 1,200 入園時 1・2 歳児 

スモック ■必須 □選択 2,500 入園時 1・2 歳児 

名札 ■必須 □選択 200 入園・進級時 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２９年１２月・小規模保育Ｂ型
運 営 株式会社すてっぷ・ばい・すてっぷ

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆(8/12～15)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後２か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

1日目から通常保育(移行児は1日目から)
※状況に応じて延びることがあります

土曜日等の共同保育
土曜日・お盆(8/13～16)・年末年始(12/27～1/5)の
保育はひだまり保育園で行います

連携施設 越谷わかば幼稚園(2 名)、 精華幼稚園

保育室の特徴 令和３年４月開設。新越谷駅・南越谷駅
から近く、ワンフロアで広々とした開放的な室内が特徴
です。近隣に公園が多く、日々新鮮な気持ちで散歩や戸
外遊びを楽しむことができ、四季折々の自然に触れるこ
ともできます。小さなお子様の長時間の保育も、経験豊
かな保育スタッフが親身に対応します。

園からのメッセージ 「子どもの安全と安心を基本として、
自ら伸びる力を大切にし、成長と個性に応じて多様のある保
育」を保育方針に掲げ、担任制できめ細やかな保育をしてい
ます。季節ごとに行事を盛り込み、様々な経験を通し、一人
ひとりの健やかでしなやかな育ちをサポートします。本園の
詳しい内容は、「ぽかぽか保育園ホームページ」をご覧くだ
さい。

エンジェルハウス蒲生
が も う

第二
た い に

園(3026)

ひだまり保育園(3003)

ぽかぽか保育園(3053)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 お花見 10 月 ハロウィン 
５月 ★個別面談 11 月 落ち葉遊び 
６月 ★親睦会（給食試食会） 12 月 ★保育参観、クリスマス会 
７月 七夕、水遊び １月 お正月遊び 
８月 すいか割り ２月 節分 
９月 ★縁日遊び ３月 ★親睦会（お別れ会）、お別れ遠足
その他 毎月：お誕生日会、避難訓練、食育活動、身体測定

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡帳 ■必須 □選択 275 年4回程度 全園児 

お散歩用帽子 ■必須 □選択 1,540 入園時 全園児 

お昼寝ﾍﾞｯﾄﾞｶﾊﾞｰ □必須 ■選択 2,800 入園時 希望者のみ 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 令和３年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 有限会社三鈴 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆休み(３日程度)

登園自粛協力日 １２月１６日（園内大掃除のため）

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢
生後６か月から（園児の体調・園生活の様子
による） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

10日目から通常保育(移行児は5日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 精華幼稚園、 越谷わかば幼稚園

保育室の特徴 南越谷駅から徒歩約３分。送迎用駐車場、
駐輪場、床暖房も完備しております。天気の良い日には
お散歩に出かけ、元気いっぱい身体を動かし、美味しい
自園給食や手作りおやつを食べて楽しくのびのびできる
保育をしています。安全・安心・健全をモットーに個々の
発育に合わせた丁寧な保育を心がけています。

園からのメッセージ 小規模ならではのアットホームな雰
囲気の中、ゆったりのんびり、子ども達がのびのび笑顔で過
ごしています。季節の行事や食育活動、素材遊び等家庭では
できない経験をたくさん行い、日々の成長を保護者の方と一
緒に共感しながら見守っていきたいと思っております。ぜひ
一度、園の雰囲気を見学に来てくださいね。（見学予約制）

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園を祝う会 10月 ★親子運動会 園外保育 ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ

５月 園外保育（２歳児） 11月 内科検診 

６月 ★保育参観 内科検診 歯科検診 12月 ★クリスマス会（保育参観） 

７月 プール開き 七夕まつり １月 お正月遊び 

８月 プール ２月 節分・豆まき 

９月 ★敬老参観 ３月 おひな祭り ★成長を祝う会 

その他 ベビースイミング、キッズイングリッシュ、お誕生日会、避難訓練、身体測定(毎月)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡ノート □必須 ■選択 250 紛失時 全園児
スモック（袖無） □必須 ■選択 1,500 入園時 1～2歳児
スモック（長袖） □必須 ■選択 1,530 入園時 1～2歳児
日よけ帽子 ■必須 □選択 970 入園時 全園児
教育教材費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児
保護者会費 ■必須 □選択 300 毎月 全園児
2歳児ｽｲﾐﾝｸﾞ □必須 ■選択 1,500 1 回 2 歳児
ｽﾎﾟｰﾂ保険加入料 ■必須 □選択 800 年 1回 全園児
布団レンタル代 ■必須 □選択 1,200 毎月 全園児
行事参加費 □必須 ■選択 その都度 その都度 その都度

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成１４年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社 Sun’s 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆(8/13～15)

登園自粛協力日 ４月１日（新年度準備のため） 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 満１歳の誕生日を迎えた日から（慣れ保育後）

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

8日目から通常保育(移行児は4日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 越谷わかば幼稚園 
保育室の特徴 当園は、認定こども園わかばの森ナーサ
リー、越谷・大袋わかば幼稚園の姉妹園で、新越谷駅から
徒歩２分の立地に開園した保育園です。
 ベビースイミング、キッズイングリッシュ等の外部講
師を取り入れての指導を行うと共に、リトミック・製作
等の様々なカリキュラムを組んで保育を行っています。

園からのメッセージ 当園の名称でもある「ポコ・ア・ポコ」
はイタリア語の音楽用語で「少しずつ」という意味です。「少
しずつあせらずゆっくり」をモットーに一人ひとりに合わせ
たきめ細かい保育を心がけています。保護者の方々と一緒に
温かく見守っていきたいと思っています。のびのび笑顔いっ
ぱいの保育室です。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園を祝う会 10月 ★親子運動会 園外保育 ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ 

５月 園外保育（２歳児） 11月 内科検診 

６月 ★保育参観 内科検診 歯科検診 12月 ★クリスマス会（保育参観） 

７月 プール開き 七夕まつり １月 お正月遊び 

８月 プール ２月 節分・豆まき 

９月 ★敬老参観 ３月 おひな祭り ★成長を祝う会 

その他 ベビースイミング、キッズイングリッシュ、お誕生日会、避難訓練、身体測定(毎月)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡ノート □必須 ■選択 250 紛失時 全園児
スモック（袖無） □必須 ■選択 1,500 入園時 1～2歳児
スモック（長袖） □必須 ■選択 1,530 入園時 1～2歳児
日よけ帽子 ■必須 □選択 970 入園時 全園児
教育教材費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児
保護者会費 ■必須 □選択 300 毎月 全園児
2歳児ｽｲﾐﾝｸﾞ □必須 ■選択 1,500 1 回 2 歳児
ｽﾎﾟｰﾂ保険加入料 ■必須 □選択 800 年 1回 全園児
布団レンタル代 ■必須 □選択 1,200 毎月 全園児
行事参加費 □必須 ■選択 その都度 その都度 その都度

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２４年２月・小規模保育Ｂ型 
運 営 株式会社 Sun’s 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆(8/13～15)

登園自粛協力日 ４月１日（新年度準備のため） 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 満１歳の誕生日を迎えた日から（慣れ保育後）

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

8日目から通常保育(移行児は4日目から)
※状況に応じて延びることがあります

土曜日等の共同保育 土曜日の保育は南越谷保育室ポコ・ア・ポコで行います

連携施設 越谷わかば幼稚園 
保育室の特徴 当園は、認定こども園わかばの森ナーサ
リー、越谷・大袋わかば幼稚園の姉妹園で、蒲生駅から徒
歩２分の立地に開園した保育園です。
 ベビースイミング、キッズイングリッシュ等の外部講
師を取り入れての指導を行うと共に、リトミック・製作
等の様々なカリキュラムを組んで保育を行っています。

園からのメッセージ 当園の名称でもある「ポコ・ア・ポコ」
はイタリア語の音楽用語で「少しずつ」という意味です。「少
しずつあせらずゆっくり」をモットーに一人ひとりに合わせ
たきめ細かい保育を心がけています。保護者の方々と一緒に
温かく見守っていきたいと思っています。のびのび笑顔いっ
ぱいの保育室です。

モンクール.保育園 南越谷
みなみ こし がや

園(3050)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

南越谷
みなみ こし がや

保育室 ポコ・ア・ポコ(3004)

蒲生
が も う

保育室 ポコ・ア・ポコ(3022)
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 ピクニック・お誕生日会 10 月 ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ・お誕生日会 

５月 端午の節句・お誕生日会 11 月 ★遠足・お誕生日会 

６月 社会科見学・お誕生日会 12 月 ★クリスマス会・お誕生日会

７月 七夕会・ﾌﾟｰﾙ開き・お誕生日会 １月 お正月遊び・お誕生日会 

８月 すいか割り・夏祭り会・
お誕生日会 

２月 節分・お誕生日会 

９月 ミニ運動会・お月見会・
お誕生日会 

３月 ひな祭り・お誕生日会・
★卒園式 

その他

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

行事制作費 ■必須 □選択 500 毎月 全園児 

遠足参加費 □必須 ■選択 実費 実施前 参加希望者 

写真代 □必須 ■選択 88/枚 購入時 購入希望者 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成１７年９月・小規模保育Ｂ型 
運 営 株式会社城南フェアリィー 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後４か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

6日目から通常保育(移行児は6日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 精華幼稚園 

保育室の特徴 お子様一人ひとりに寄り添い、ご家庭と
の連携を大切にしながら、生活習慣の形成のサポートを
します。また、たくさんの思い出をつくってほしいと願
い、月２回目安の行事も大切にしています♪ 

そして、令和３年度より「くぼた式育児法」を導入した
カリキュラムも実施しています！

園からのメッセージ ふぇありぃ保育園は、一人ひとりに寄
り添うことを大切に、パパママに安心してお預けいただける
こと・子どもたちがのびのびと心地良く笑顔でお過ごしでき
る園づくりがモットーです！

たくさんの笑顔の花咲くあたたかい保育を目指していま
す(*̂－̂*)

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 ピクニック・お誕生日会 10 月 ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ・お誕生日会 

５月 端午の節句・お誕生日会 11 月 ★遠足・お誕生日会 

６月 社会科見学・お誕生日会 12 月 ★クリスマス会・お誕生日会

７月 七夕会・ﾌﾟｰﾙ開き・お誕生日会 １月 お正月遊び・お誕生日会 

８月 すいか割り・夏祭り会・
お誕生日会 

２月 節分・お誕生日会 

９月 ミニ運動会・お月見会・
お誕生日会 

３月 ひな祭り・お誕生日会・
★卒園式 

その他

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

行事制作費 ■必須 □選択 500 毎月 全園児 

遠足参加費 □必須 ■選択 実費 実施前 参加希望者 

写真代 □必須 ■選択 88/枚 購入時 購入希望者 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２１年５月・小規模保育Ｂ型 
運 営 株式会社城南フェアリィー 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後４か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

6日目から通常保育(移行児は6日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 精華幼稚園 

保育室の特徴 お子様一人ひとりに寄り添い、ご家庭と
の連携を大切にしながら、生活習慣の形成のサポートを
します。また、たくさんの思い出をつくってほしいと願
い、月２回目安の行事も大切にしています♪ 

そして、令和３年度より「くぼた式育児法」を導入した
カリキュラムも実施しています！

園からのメッセージ ふぇありぃ保育園は、一人ひとりに寄
り添うことを大切に、パパママに安心してお預けいただける
こと・子どもたちがのびのびと心地良く笑顔でお過ごしでき
る園づくりがモットーです！

たくさんの笑顔の花咲くあたたかい保育を目指していま
す(*̂－̂*)

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 入園・進級おめでとう集会 10 月 ハロウィン
５月 子どもの日集会 内科検診1回目 11 月 勤労感謝の日 内科検診

2回目 
６月 ファミリーday 歯科検診 12 月 クリスマス会
７月 七夕集会 ★夏祭り 水遊び １月 お正月集会
８月 フィンガーペインティング 水遊

び 
２月 節分集会

９月 敬老の日 ★引渡し訓練 ３月 雛祭り会 ★お別れミニ
運動会・修了式 

その他 (毎月)お誕生日会 身体測定 避難訓練 ★運営委員会(7月・3月)
★保育参加 ★イベント(土曜日開催) 
enjoy 親子day,憩いの場一緒にあそぼ！ ★個別面談 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

行事参加費 □必須 ■選択 必要があれば都度徴収 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２９年１１月・小規模保育Ａ型 
運 営 ぬくもりのおうち保育株式会社 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:30～19:30（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後６か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

9日目から通常保育(移行児は9日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 萩原第二幼稚園 

保育室の特徴 新越谷駅から徒歩１０分ほど。周辺には
たくさんの公園があり、園庭はありませんが天気の良い
日は散歩に出かけ、戸外あそびを楽しんでいます。室内
はワンフロアで、子どもたちの様子がよくわかり、アッ
トホームな雰囲気の中で一人ひとりの発達に合わせた保
育と調理師が作る温かくておいしい食事を提供し、愛着
形成を育んでいます。

園からのメッセージ 働くママ応援し、おむつ・おしり拭き・
手口拭き持参不要(全て無料)の手ぶら登園サービスを行って
います。おむつに名前を書く必要もありません。仕事に子育
てに忙しい保護者様をサポートします。日々の保育は、明る
く元気な保育者が子ども達としっかりと向き合い、笑顔いっ
ぱい毎日楽しく過ごしています。

ふぇありぃ保育園 南越谷
みなみ こし がや

園(3009)

ふぇありぃ保育園 蒲生
が も う

園(3013)

ぬくもりのおうち保育新越谷
し ん こ し が や

園(3032)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 野菜の種まき 10 月 ★保育士体験、ハロウィン
５月 こいのぼりの会 11 月 運動会ごっこ
６月 水遊び開き、★保育士体験・給食参加 12 月 クリスマス会

７月 七夕の会、フィンガーペインティング １月 お正月遊び、七草の会
８月 夏まつり、水遊び納め ２月 節分の会
９月 ★引渡し訓練 ３月 おひなさまの会、★成長発表

会・お別れ会、お花見 
そ の他 毎月「身体測定」「避難訓練」「誕生会」「食育活動」、前期・後期１回ずつ消防署見

学を行っています 
その他、年２回内科健診、年１回歯科検診 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

リネン代 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児 

カラー帽子(日除け付) ■必須 □選択 1,000 入園時 全園児 

連絡ノート ■必須 □選択 150 なくなり次第 全園児 

スケッチブック ■必須 □選択 150 なくなり次第 全園児 

写真代 □必須 ■選択
・ L判 50
・2L判    100 
・ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ判 110

購入時 希望者のみ

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２９年１１月・小規模保育Ａ型
運 営 合同会社ちゃいるど園 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後６か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

9日目から通常保育(移行児は5日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 松沢幼稚園 
保育室の特徴 少人数ならではのアットホームな雰囲気
を大切にし、子ども達の笑顔あふれる保育園です。

天気の良い日には近くの公園へお散歩に行き、元気い
っぱい遊んでいます。友達と一緒に遊ぶ楽しさや同じ思
いを共感する喜びを感じたり、一人で夢中に遊び込める
時間を大切にしながら子ども達の健やかな成長を見守り
援助していきます。

園からのメッセージ 蒲生駅東口の目の前にある便利な保
育園です。日当たりが良くキレイで見通しの良い保育室で
す。園でおいしい給食を手作りし、子ども達も毎日おかわり
しています。保護者の方と共に子どもの成長を喜び、答えが
すぐに出なくても一緒に悩み考えていきたいと思っていま
す。全職員で子どもと保護者の思いを受け止めていきます。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 お花見 10 月 ハロウィン 

５月 5 月の節句 11 月 ★親子遠足 

６月 ★個別保育参観(～9月) 12 月 クリスマス会 

７月 七夕 夏祭り １月 お正月遊び 

８月 スイカ割り 水遊び ２月 節分 

９月 お外でランチ ３月 お別れ遠足 お別れ会 

その他 誕生会 食育活動

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡帳 ■必須 □選択 275 年4回程度 全園児 

お散歩用帽子 ■必須 □選択 1,540 入園時 全園児 

お昼寝ﾍﾞｯﾄﾞｶﾊﾞｰ □必須 ■選択 2,800 入園時 希望者のみ

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成３１年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 有限会社三鈴 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆休み(３日程度)

登園自粛協力日 １２月１６日（園内大掃除のため）

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢
生後６か月から（園児の体調・園生活の様子
による） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

10日目から通常保育(移行児は5日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 精華幼稚園、 越谷わかば幼稚園

保育室の特徴 安全・安心・健全な保育をモットーに、
個々の発達に合わせた保育を提供します。天気の良い日
は元気に外遊び。行事を楽しく取り入れて季節を感じ、
時期に合わせた食育活動も行っていきます。

日常生活の中でたくさんの体験と発見をして、楽しみ
ながら生活習慣を身につけていきます。お子さまの成長
を一緒に喜びましょう。

園からのメッセージ 蒲生駅東口から徒歩４分。電車を利用
される方にもおすすめです。送迎駐車場、駐輪場も完備して
います。園庭もあり、夏には水遊びを楽しみます。

一人ひとりを大切に、子どもと保護者の立場に立った保育
を心がけています。

随時見学も受け付けていますので、ぜひ保育園の雰囲気を
見に来てください。＊見学は予約制

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 イースター 10 月 ハロウィン 

５月 こどもの日 11 月 個人面談・お野菜の収穫祭 

６月 歯科検診・お野菜の収穫祭 12 月 クリスマス会 

７月 七夕・水遊び １月 内科検診 

８月 学童交流会・水遊び ２月 節分(豆まき)・お野菜の収穫祭 

９月 内科検診 ３月 ひな祭り・お別れ会 

その他 各月お誕生日会に加え、毎週火曜木曜に「幼児英語教室」を開催しています。新年
度からは月２回「幼児ダンス教室」を開催します。 
※歯科検診・内科検診については、嘱託医院のスケジュールで変更になる場合があ
ります。

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

スポーツ保険加入料 ■必須 □選択 280 年１回 全園児 

英語日課代 ■必須 □選択 1,500 毎月 全園児 

連絡帳 ■必須 □選択 500 年１回 全園児 

スケッチブック ■必須 □選択 250 年１回 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成１６年２月・小規模保育Ｂ型 
運 営 株式会社クラブキッズ 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/4)・
お盆休み(8/12～16)

登園自粛協力日 ４月１日（新年度準備のため）

開 園 時 間

7:30～19:00（土曜 8:00～19:00）
標準時間の通常保育 7:30～18:30

(土曜 8:00～19:00)

短時間 の通常保育 8:30～16:30 
時間外
保育・
延長保育

対象年齢 １歳児クラスから（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

11日目から通常保育(移行児は8日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 萩原第一幼稚園、 越谷くるみ幼稚園

保育室の特徴 越谷駅東口徒歩２分の好立地ながら、園
庭があり、お子様がのびのびと過ごせる環境です。五育
(※1)を取り入れた保育環境に加え、集団生活の中でこそ
育つお子様の感覚や成長、「幼児英語教育」を通じて、お
子様の積極性（生きていく力）を毎日の保育の中から育
んでいきます。(※1 才育、知育、体育、徳育、食育)

園からのメッセージ お子さまを預けることに、保護者の心
配事は尽きないかと思いますが、子育て経験豊富な当園の保
育士達が、育児のお悩み相談等トータルサポートさせていた
だきます。「五育も国際感覚も楽しみながら自然と学び身に
つけてしまう。」そんな環境でスクスクと成長していくお子
様を、お母様お父様と一緒にサポートいたします！

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

蒲生
が も う

ちゃいるど園(3033)

モンクール．保育園 蒲生
が も う

園(3037)

ファニー保育園(3007)
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月  10 月 ★保育給食参観、ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ 

５月 健康診断 11 月 健康診断、交通安全教室 

６月 ★個人面談、歯科検診 12 月 クリスマス会 

７月 七夕会、プール開き １月 ★個人面談 

８月 ★夏祭り ２月 節分豆まき会、★入園案内説明会 

９月  ３月 ひな祭り会、★卒園・進級式 

その他 お誕生日会、避難訓練 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育ノート ■必須 □選択 150 入園時・随時 全園児
園帽子 ■必須 □選択 1,100 入園時 全園児
スケッチブック ■必須 □選択 250 入園時 1歳以上
くまさんゆうびん ■必須 □選択 350 入園時 全園児
災害共済給付 ■必須 □選択 240 入園時・年度初め 全園児
ベッドシーツ □必須 ■選択 2,650 入園時・随時 全園児
おむつ(3枚 1 ｾｯﾄ) □必須 ■選択 150 不足した場合のみ 全園児
おしりナップ □必須 ■選択 180 不足した場合のみ 全園児
水遊びおむつ(1 枚) □必須 ■選択 200 不足した場合のみ 全園児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成１７年５月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社エンジェルハウス 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆(8/12～15)

登園自粛協力日 ３月３１日(新年度準備のため) 

開 園 時 間
7:30～19:00
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後４か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

8日目から通常保育(移行児は8日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 越谷くるみ幼稚園、エンジェルハウス保

育園(２号。越谷東口園とあわせて８名(人数変更可能性有))

保育室の特徴 天気の良い日はみんなでお散歩。戸外で
元気に遊びます。また、季節の行事を楽しみ、さまざまな
経験を通して豊かな感性を育みます。子ども達は年齢の
違うお友だちとの関わりの中で、互いに刺激を受け成長
します。やさしく思いやりのある心を育て、心身ともに
健康な子どもを保護者の方と一緒に育てます。

園からのメッセージ 家庭的な雰囲気を心がけ、笑顔いっぱ
いの保育室です。室内が見渡せ、子ども達の遊んでいる様子
がよく見えます。給食は愛情たっぷりの手作り給食です。

安全で安心できる環境作りを第一に心がけ、保護者の方と
連携を図りながら日々の保育をすすめます。一緒に子育てを
していきましょう。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 10 月 ★引き渡し訓練 ハロウィン
５月 健康診断 11 月 健康診断 交通安全教室 徒歩遠足
６月 歯科検診 ★保育参観・懇

談会 
12 月 クリスマス会

７月 七夕会 プール開き １月
８月 夏祭り ★個人面談 ２月 ★個人面談 節分 ★入園案内説明

会 
９月 ３月 ひな祭り ★卒園・修了式・発表会
その他 発育測定・誕生日会・おはなし会・食育のおはなし会・避難訓練 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育ノート ■必須 □選択 150 入園時・随時 全園児
園帽子 ■必須 □選択 1,100 入園時 全園児
スケッチブック ■必須 □選択 250 入園時 1歳以上
くまさんゆうびん ■必須 □選択 350 入園時 全園児
災害共済給付 ■必須 □選択 240 年１回 全園児
ベッドシーツ □必須 ■選択 2,620 入園時 希望者
おむつ(3枚 1 ｾｯﾄ) □必須 ■選択 150 不足時のみ 全園児
おしりナップ □必須 ■選択 180 不足時のみ 全園児
水遊びおむつ(1 枚) □必須 ■選択 200 不足時のみ 全園児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２４年８月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社エンジェルハウス 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆(8/12～15)

登園自粛協力日 ３月３１日(新年度準備のため) 

開 園 時 間
7:30～19:00
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後４か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

8日目から通常保育(移行児は8日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 越谷くるみ幼稚園、エンジェルハウス保

育園(２号。越谷東口園とあわせて８名(人数変更可能性有))

保育室の特徴 天気の良い日は、お散歩・戸外あそびと
お外で元気にあそびます。また、広い室内でもリズムあ
そびやリトミック等も行っています。季節の行事に合わ
せて、製作や手遊び等を楽しみ、感性豊かな子を育てま
す。明るく元気に挨拶をし、思いやりの気持ちを大切に
しています。

園からのメッセージ 外でも室内でも元気いっぱい・笑顔い
っぱいの活動を心がけています。給食は美味しい手作り給食
です。保護者の方が安心して預けられるよう、第二の母とな
れるよう、家庭的な雰囲気づくりを大切にしています。一緒
にこどもの成長を見守り、子育てをしていきましょう。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 入園式 10 月 ハロウィン 

５月  11 月

６月 プール開き 歯科・内科検診 12 月 クリスマス会 

７月 七夕 １月 内科検診 

８月 夏祭り ２月 豆まき 

９月  ３月 ひな祭り、卒園式 

その他 お誕生会 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

教材費 ■必須 □選択 300 毎月 全園児
カラー帽子 ■必須 □選択 740 入園時 全園児
エコバッグ類 ■必須 □選択 550 入園時 全園児
水遊び用紺パンツ ■必須 □選択 540 入園時 全園児
連絡帳 ■必須 □選択 500 入園時 全園児
集金袋 ■必須 □選択 100 入園時 全園児
1,2歳制作帳 ■必須 □選択 600 入園時 1,2歳児
災害共済給付 ■必須 □選択 350 年 1 回 全園児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２４年１０月・小規模保育Ａ型
運 営 株式会社ハッピーパレット 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/5)・
お盆(4～5 日程度)

登園自粛協力日 ３月３１日(新年度準備のため) 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後６か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

6日目から通常保育(移行児は6日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 越谷くるみ幼稚園、 越谷わかば幼稚園

保育室の特徴 越谷駅から徒歩１分と通園に大変便利で
す。毎日外遊びに出かけ、思いっきり体を動かし、系列施
設から調理搬入している給食で旬を感じながら心身とも
に大きく成長します。異年齢保育による他者を思いやる
心、自分でやろうとする心を大切に育み、個々の歩みに
合わせ、寄り添いながら家庭的な保育を行います。

園からのメッセージ 働くお父さんお母さんをサポートす
るべく駅前へ設立しました。

当園のスタッフ自身も子育て経験のあるベテランぞろい
です。日頃の子育ての疑問などを気軽にご相談ください。

エンジェルハウス越谷
こ し が や

東口
ひがしぐち

園(3023)

エンジェルハウス越谷
こ し が や

西口
に し ぐ ち

園(3010)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

こうさぎ園
え ん

ひがしの森
も り

(3018)
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 入園式 10 月 ハロウィン 

５月  11 月

６月 プール開き 歯科・内科検診 12 月 クリスマス会 

７月 七夕 １月 内科検診 

８月 夏祭り ２月 豆まき 

９月  ３月 ひな祭り、卒園式 

その他 お誕生会 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス
教材費 ■必須 □選択 300 毎月 全園児
カラー帽子 ■必須 □選択 740 入園時 全園児
エコバッグ類 ■必須 □選択 550 入園時 全園児
水遊び用紺パンツ ■必須 □選択 540 入園時 全園児
連絡帳 ■必須 □選択 500 入園時 全園児
集金袋 ■必須 □選択 100 入園時 全園児
1,2歳制作帳 ■必須 □選択 600 入園時 1,2歳児
災害共済給付 ■必須 □選択 350 年 1 回 全園児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２８年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社ハッピーパレット 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/5)・
お盆(4～5 日程度)

登園自粛協力日 ３月３１日(新年度準備のため) 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30）
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後６か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

6日目から通常保育(移行児は6日目から)
※状況に応じて延びることがあります

土曜日等の共同保育 土曜日の保育はこうさぎ園ひがしの森で行います 

連携施設 越谷くるみ幼稚園、 越谷わかば幼稚園

保育室の特徴 越谷駅から徒歩１分と通園に大変便利で
す。毎日外遊びに出かけ、思いっきり体を動かし、自園調
理の給食で旬を感じながら心身ともに大きく成長しま
す。異年齢保育による他者を思いやる心、自分でやろう
とする心を大切に育み、個々の歩みに合わせ、寄り添い
ながら家庭的な保育を行います。

園からのメッセージ 働くお父さんお母さんをサポートす
るべく駅前へ設立しました。

当園のスタッフ自身も子育て経験のあるベテランぞろい
です。日頃の子育ての疑問などを気軽にご相談ください。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 10 月 ハロウィン 
５月  11 月 ★個人面談、総合避難訓練 
６月 ★保育参観・保護者会、歯

科検診 
12 月 クリスマス会、後期健康診断 

７月 七夕、前期健康診断 １月
８月 夏祭り ２月 節分 
９月 ミニ運動会 ３月 ★卒園式、ひな祭り 
その他 誕生日会、身体測定、避難訓練 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

カラー帽子 ■必須 □選択 1,500 入園時 全園児 

防災頭巾 ■必須 □選択 1,500 入園時 全園児 
防水シーツ、敷布団シーツ □必須 ■選択 2,300 入園時 全園児 

レンタル布団 □必須 ■選択 700 毎月 全園児 

おむつ処理代 ■必須 □選択 300 毎月 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成３１年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社アルタナーサリー 
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30）
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 満１歳の誕生日を迎えた日から（慣れ保育後）

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

11日目から通常保育(移行児は 11日目から)
※状況に応じて延びることがあります

土曜日等の共同保育
土曜日とお盆(8/13～16)、年末年始(休園日を除く
12/27～1/5)の保育は拠点方式(4～7 月越谷園、8～11
月越谷西口園、12～3月東越谷園)で行います

連携施設 大沢幼稚園(4名)、 照蓮院さくら幼稚園(2名)

保育室の特徴 当園は開設５年目の新しい園です。越谷
駅の駅前に立地しているため通勤にとても便利です。連
絡帳はアプリを使用しており、毎日の面倒な入力も簡単
にできます。また、園からは毎日お子様の写真を送って
おります。天気が良い日は毎日散歩に出かけ、体力作り
に努めております。

園からのメッセージ ０歳～２歳の頃は人格形成の上で最
も大切な時期と言われております。当園の良いところは、子
どもが少ないため一人ひとりによく目が行き届き丁寧な保
育や関わりができることです。私たち保育士は、子どもたち
のありのままの姿を認めることで、自己肯定感を育めるよう
に関わっていきます。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 10 月 ハロウィン 
５月  11 月 ★個人面談、総合避難訓練 
６月 ★保育参観・保護者会、歯

科検診 
12 月 クリスマス会、後期健康診断 

７月 七夕、前期健康診断 １月
８月 夏祭り ２月 節分 
９月 ミニ運動会 ３月 ★卒園式、ひな祭り 
その他 誕生日会、身体測定、避難訓練 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

カラー帽子 ■必須 □選択 1,500 入園時 全園児 
防災頭巾 ■必須 □選択 1,500 入園時 全園児 

防水シーツ、敷布団シーツ □必須 ■選択 2,300 入園時 全園児 

レンタル布団 □必須 ■選択 700 毎月 全園児 

おむつ処理代 ■必須 □選択 300 毎月 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 令和３年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社アルタナーサリー 
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30）
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 満１歳の誕生日を迎えた日から（慣れ保育後）

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

11日目から通常保育(移行児は 11日目から)
※状況に応じて延びることがあります

土曜日等の共同保育
土曜日とお盆(8/13～16)、年末年始(休園日を除く
12/27～1/5)の保育は拠点方式(4～7 月越谷園、8～11
月越谷西口園、12～3月東越谷園)で行います

連携施設 大沢幼稚園(7名)、 照蓮院さくら幼稚園

保育室の特徴 令和３年４月に開園し、越谷駅西口から
徒歩５分ほどです。

明るく家庭的な雰囲気の中で、楽しく年齢に応じた保
育を行い、一人ひとりの成長を見守ります。園庭はあり
ませんが、天気の良い日は散歩に出かけ、戸外あそびを
楽しんでいます。

園からのメッセージ 少人数保育の特性を活かし、異年齢同
士での関わりや、保育士との関わりを身近に感じ、コミュニ
ケーションが豊かに育つよう保育を行っています。

また、家庭的な雰囲気の中で子どもも保護者も安心できる
場になるよう環境づくりを心がけています。ぜひ一度、ご気
軽に見学にいらしてください。お待ちしております。

こうさぎ園
え ん

となりの森
も り

(3028)

アルタベビー越谷
こ し が や

園(東口)(3039)

アルタベビー越谷
こ し が や

西口
に し ぐ ち

園(3056)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 お花見 10 月 ★個別保育参観 ハロウィン  
５月 こどもの日 ★個別面談 11 月 どんぐり拾い 健康診断 
６月 ★親睦会 健康診断 12 月 クリスマス会 
７月 七夕 縁日遊び １月 お正月遊び 
８月 すいか割り  ２月 節分 
９月 お外でランチ ３月 ひなまつり ★親睦会(お別れ会) 

遠足 
その他

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡帳 ■必須 □選択 275 年4回程度 全園児 

お散歩用帽子代 ■必須 □選択 1,540 入園時 全園児 

お昼寝コットｶﾊﾞｰ □必須 ■選択 2,800 入園時 希望者のみ

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２９年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 有限会社三鈴 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆休み(３日程度)

登園自粛協力日 １２月１６日（園内大掃除のため）

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢
生後６か月から（園児の体調・園生活の様子
による） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

10日目から通常保育(移行児は5日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 大沢幼稚園 
保育室の特徴 安全・安心・健全をモットーに、皆が兄弟
のように仲良く接し合っています。広い敷地には園庭が
あり、保育室も広々ゆったりしているのが特徴です。の
びのびと保育できる環境です。

近くに流れる元荒川の恵みを感じられる自然環境も良
好な立地にあります。身体を動かすことが大好きなお子
さまにはお勧めしたい保育園です。

園からのメッセージ 越谷市の中心近くに位置していて、広
い送迎スペースがありますので車で送迎される方には便利
な立地です。季節行事・食育活動・自然環境を感じる時間も
多く、身近な生活から「楽しい！」、「うれしい！」を発見し
ています。個々の発育、自主性を大切に寄り添った保育を心
がけます。ぜひ見学にもお越しください。（見学予約制）

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施）
４月  10 月 内科検診、秋の遠足 
５月 こどもの日の集い、内科検診 11 月 ★親子ふれあい会 
６月 歯科検診、★個人面談 12 月 クリスマス会 
７月 七夕の集い、★ミニ夏まつり １月 お正月あそび 
８月 水遊び ２月 節分の集い（豆まき） 
９月 十五夜の集い ３月 ひな祭りの集い、おわかれ会

その他 毎月：誕生日会、身体測定、避難訓練、２歳児食育、クッキング体験
希望者：保育士体験 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス 

カラー帽子 ■必須 □選択 500 入園時 全園児 
災害共済給付 ■必須 □選択 300 年 1回 全園児 
布団レンタル代 ■必須 □選択 500 毎月 全園児 
教材費 ■必須 □選択 300 毎月 全園児 
おむつ廃棄料 ■必須 □選択 300 毎月 1 歳児 
おむつ廃棄料 ■必須 □選択 200 毎月 2 歳児 
写真代 □必須 ■選択 実費 都度 購入者 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成３１年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 学校法人柴学園 
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日
お盆期間(４日程度)
３月３１日(新年度準備のため) 

開 園 時 間
7:00～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 １歳児クラスから（慣れ保育後） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

10日目から通常保育(移行児は 10日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 精華幼稚園（３名） 

保育室の特徴 当園は園庭があり、天気の良い日には戸
外遊びやお散歩に出かけ、のびのび体を動かします！

また、自園調理で栄養バランスの考えられた給食を提
供します。家庭的な雰囲気の中で、月齢、年齢、発育など
一人ひとりに応じた保育を行い、子どもたちが主体的に
生活や活動ができるよう、温もりのある保育環境に努め
ます。駐車場・床暖房完備

園からのメッセージ 「あれなんだろう？」、「やってみた
い！」という興味・好奇心を大切にし、日常生活の中でたく
さんの体験や発見をしたり、ちいさな「できた！」を積み重
ね、楽しみながら生活習慣を身につけていきます。

保護者の皆様と手を取り合って保育を進め、お子様の育ち
を一緒に見守っていきたいと考えています。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園を祝う会 10月 ★親子運動会 園外保育 ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ 

５月 園外保育（２歳児） 11月 内科検診 

６月 ★保育参観 内科検診 歯科検診 12月 ★クリスマス会（保育参観） 

７月 プール開き 七夕まつり １月 お正月遊び 

８月 プール ２月 節分・豆まき 

９月 ★敬老参観 ３月 おひな祭り ★成長を祝う会 

その他 ベビースイミング、キッズイングリッシュ、お誕生日会、避難訓練、身体測定(毎月)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡ノート □必須 ■選択 250 紛失時 全園児
スモック（袖無） □必須 ■選択 1,500 入園時 1～2歳児
スモック（長袖） □必須 ■選択 1,530 入園時 1～2歳児
日よけ帽子 ■必須 □選択 970 入園時 全園児
教育教材費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児
保護者会費 ■必須 □選択 300 毎月 全園児
2歳児スイミング □必須 ■選択 1,500 1 回 2 歳児
ｽﾎﾟｰﾂ保険加入料 ■必須 □選択 800 年 1回 全園児
布団レンタル代 ■必須 □選択 1,200 毎月 全園児
行事参加費 □必須 ■選択 その都度 その都度 その都度

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 令和２年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社 Sun’s 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆(8/13～15)

登園自粛協力日 ４月１日（新年度準備のため） 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 満１歳の誕生日を迎えた日から（慣れ保育後）

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

8日目から通常保育(移行児は4日目から)
※状況に応じて延びることがあります

土曜日等の共同保育 土曜日の保育は南越谷保育室ポコ・ア・ポコで行います

連携施設 越谷わかば幼稚園 
保育室の特徴 当園は、認定こども園わかばの森ナーサ
リー、越谷・大袋わかば幼稚園の姉妹園で、新越谷駅から
徒歩 15分の立地に開園した保育園です。 
 ベビースイミング、キッズイングリッシュ等の外部講
師を取り入れての指導を行うと共に、リトミック・製作
等の様々なカリキュラムを組んで保育を行っています。

園からのメッセージ 当園の名称でもある「ポコ・ア・ポコ」
はイタリア語の音楽用語で「少しずつ」という意味です。「少
しずつあせらずゆっくり」をモットーに一人ひとりに合わせ
たきめ細かい保育を心がけています。保護者の方々と一緒に
温かく見守っていきたいと思っています。のびのび笑顔いっ
ぱいの保育室です。

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

モンクール．保育園 越谷
こ し が や

東口
ひがしぐち

園(3030)

しおどめ保育園越谷
こ し が や

(3036)

西方
に し か た

保育室 ポコ・ア・ポコ(3048)
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式・★個人面談 10月 お芋掘り・ハロウィンパーティ 

５月 野菜苗植え・内科検診 11月 内科検診 

６月 歯科検診 12月 ★クリスマス音楽会 

７月 七夕・プール遊び １月 お正月ごっこ 

８月 夏祭り・プール遊び ２月 豆まき 

９月 ★運動会 ３月 ★卒園式・★親子遠足（２歳児のみ）

その他 お誕生日会 避難訓練 身体測定 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

カラー帽子 ■必須 □選択 1,000 入園時 １・２歳児 

スモック（長袖） □必須 ■選択 1,100 入園時 １・２歳児 

スモック（半袖） □必須 ■選択 1,000 入園時 １・２歳児 

連絡帳 ■必須 □選択 170 入園時等 全園児 
自由画帳 ■必須 □選択 200 進級時 ２歳児 

布団レンタル代 ■必須 □選択 500 毎月 全園児 

親子遠足代 □必須 ■選択 実費 実施月 希望者 

お芋掘り代 ■必須 □選択 実費 実施月 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 令和３年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社 Polaris Han 
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 お盆期間(４日程度) 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後６か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

7日目から通常保育(移行児は7日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 松沢幼稚園 

保育室の特徴 あたたかな日差しが入るとても明るく
広々とした保育室。ウッドデッキのテラスでは、プール
遊びやおやつを食べたりしています。園舎南側には広い
畑もあり、１年を通してどろんこ遊びやサツマイモ、ト
マトなどの収穫体験をしています。お友だちと一緒に貴
重な経験を重ねながらのびのびと過ごしています。

園からのメッセージ 子どもたちが「丸ごと受け入れられて
いる」という安心、安全な環境作りを心がけています。また、
親子が共に育ち合う場として、職員が働くお父さん、お母さ
んに寄り添いサポートしていけるように努力しています。子
どもたちの豊かな感性、好奇心、意欲が育っていくよう一人
ひとりをしっかりと受けとめ見守っています。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月  10月 徒歩遠足、ハロウィンパーティ 

５月 健康診断 11月 健康診断、★保育給食参観、交通安

全教室 

６月 ★保育給食参観、★個人面談、歯科

検診 

12月 ★発表会、クリスマス会 

７月 七夕会、プール開き １月 ★個人面談 

８月 ★夏祭り、★懇談会 ２月 節分豆まき会、★入園案内説明会

９月 ★保育給食参観、★引き渡し訓練 ３月 ひな祭り会、★卒園式・修了式 

その他 (毎月)誕生会・避難訓練・発育測定 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育ノート ■必須 □選択 150 入園時・随時 全園児
園帽子 ■必須 □選択 1,100 入園時 全園児
スケッチブック ■必須 □選択 250 入園時 1歳以上
くまさんゆうびん ■必須 □選択 350 入園時 全園児
災害共済給付 ■必須 □選択 240 入園時・年度初め 全園児
ベッドシーツ □必須 ■選択 2,620 入園時・随時 1・2歳児
おむつ(3枚 1 ｾｯﾄ) □必須 ■選択 150 不足した場合のみ 全園児
おしりナップ □必須 ■選択 180 不足した場合のみ 全園児
水遊びおむつ(1 枚) □必須 ■選択 200 不足した場合のみ 全園児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成３１年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社エンジェルハウス 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆(8/12～15)

登園自粛協力日 ３月３１日(新年度準備のため) 

開 園 時 間
7:30～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後４か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

8日目から通常保育(移行児は8日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 精華幼稚園、 越谷わかば幼稚園

保育室の特徴 日当たりの良い保育室、近くには広々と
した公園や広場、散歩道があります。たんぽぽやシロツ
メクサを摘み、かけっこをし、築山を上り下りして天気
の良い日は外遊びを楽しんでいます。子どもたちのやっ
てみたい気持ちを引き出し、自分でできた喜びを感じら
れるように環境作りをし、うれしい時はみんなで一緒に
喜ぶことを大切にしています。

園からのメッセージ 体操や散歩が大好きな子どもたち。体
を動かした後は美味しい給食をおかわりしています。手作り
おやつも大人気です。保護者の方との連携を大切にしお子さ
まの発達・成長を見守っていきたいと思っています。自転車、
バギー置き場、駐車場もあります。随時、見学受け付けてい
ますので保育園の様子を見に来てください。(見学は予約制)

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 お花見 10 月 ★親睦会(ハロウィン) 

ピクニック 
５月 ★個別面談 11 月 ★個別面談 
６月 ★親睦会（給食試食会） 12 月 ★保育参観 クリスマス会 
７月 七夕 縁日遊び 水遊び １月 お正月遊び 雪遊び 
８月 すいか割り ２月 節分 
９月 虫取り ３月 ★親睦会(お別れ会) お別れ遠足
その他 毎月：お誕生日会、避難訓練、食育活動、身体測定

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡帳 ■必須 □選択 275 年4回程度 全園児 

お散歩用帽子 ■必須 □選択 1,540 入園時 全園児 

お昼寝ﾍﾞｯﾄﾞｶﾊﾞｰ □必須 ■選択 2,800 入園時 希望者のみ 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２７年１０月・小規模保育Ａ型
運 営 有限会社三鈴 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆休み(３日程度)

登園自粛協力日 １２月１６日（園内大掃除のため）

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30）
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢
生後６か月から（園児の体調・園生活の様子

による） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

10日目から通常保育(移行児は5日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 精華幼稚園、 越谷わかば幼稚園

保育室の特徴 保育園の周りには公園や自然が広がり、
保育環境として最適です。安全・安心・健全をモットー
に、みんなが兄弟のように仲よく過ごしています。天気
の良い日は散歩に出掛けて、のびのびと身体を動かした
り自然と触れ合っています。季節行事を多く取り入れ日
常生活の中で色々な体験や発見をし、楽しみながら生活
習慣を身に付けます。

園からのメッセージ 子どもたち一人ひとりとのスキンシ
ップを大切に、信頼関係を築き毎日安心して通える保育園で
あるよう心掛けています。

また、毎月の食育活動や美味しい自園調理給食、手作りお
やつを通して、食の楽しさや大切さも学んでいます。

ぜひ一度、園へ遊びに来てくださいね。（＊見学は予約制）

モンクール.保育園 (3027)

レイクタウンフルール園(3052)

レイクタウン園(3040)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 - 45 -



マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 お花見 10 月 ★親睦会(ハロウィン) 
５月 ★個別面談 11 月 ★個別面談 
６月 ★親睦会（給食試食会） 12 月 ★保育参観 クリスマス会 
７月 七夕 縁日遊び 水遊び １月 お正月遊び 雪遊び 
８月 すいか割り ２月 節分 
９月 虫取り ３月 ★親睦会(お別れ会) お別れ遠足
その他 毎月：お誕生日会、避難訓練、食育活動、身体測定

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡帳 ■必須 □選択 275 年4回程度 全園児 

お散歩用帽子 ■必須 □選択 1,540 入園時 全園児 

お昼寝ﾍﾞｯﾄﾞｶﾊﾞｰ □必須 ■選択 2,800 入園時 希望者のみ 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 令和３年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 有限会社三鈴 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆休み(３日程度)

登園自粛協力日 １２月１６日（園内大掃除のため）

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢
生後６か月から（園児の体調・園生活の様子
による） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

10日目から通常保育(移行児は5日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 精華幼稚園、 越谷わかば幼稚園

保育室の特徴 保育園の前には公園が広がり、保育環境
として最適です。安全・安心・健全をモットーに、みんな
が兄弟のように仲よく過ごしています。天気の良い日は
散歩に出掛けて、のびのびと身体を動かし自然と触れ合
います。季節行事を多く取り入れ日常生活の中で色々な
体験や発見をし、楽しみながら生活習慣を身に付けます。

園からのメッセージ JR 武蔵野線レイクタウン駅から徒歩
９分。園の目の前には緑豊かな公園があります。子どもたち
一人ひとりとのスキンシップを大切に、信頼関係を築き毎日
安心して通える保育園であるよう心掛けています。また、毎
月の食育活動や美味しい自園調理給食、手作りおやつを通し
て食の楽しさや大切さも学んでいます。
 ぜひ一度、園へ遊びに来てくださいね。（＊見学は予約制）

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月  10 月 ２歳児徒歩遠足、内科検診
５月  11 月  
６月 ★保育参観 内科健診歯科検診 12 月 お楽しみ会 
７月 七夕 １月
８月 水遊び ２月 ★保育参観 
９月  ３月 お別れ会 
その他 (毎月)お誕生日会、避難訓練、身体測定

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス
帽子 ■必須 □選択 1,500 入園時 全園児
シーツ ■必須 □選択 1,500 入園時 全園児
リュック □選択 ■選択 3,000 入園時 希望者
スポーツ振興保険料 ■必須 □選択 300 年１回 全園児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２８年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社ハッピーストーリー 
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 ８月１０日～１４日（お盆のため）

開 園 時 間
7:30～19:30 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 9:00～17:00 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後６週間から（慣れ保育後） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

7日目から通常保育(移行児は7日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 精華幼稚園（２名） 
保育室の特徴 年齢別クラスの担任制で、子ども一人ひ
とりの発達・成長を促していきます。乳幼児期から五感
で感じる遊びを考え、リズム体操を行い、また製作や遊
びを通して、様々な素材に触れていきます。

食育では、食物を育て、戸外で十分に体を動かしお腹
が空くリズムをつくり、行事のときは楽しいメニューを
考えています。

園からのメッセージ 家庭的な雰囲気のなか、子ども達をあ
りのままに受け止め、信頼関係を築き、子ども達の笑顔を大
切にしていきます。

保護者の方と連携をとりながら、お子様の発達、成長を一
緒に喜び、見守っていきたいと思っています。見学は随時（予
約制）受け付けていますので、ぜひ園の雰囲気をご覧に来て
ください。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園を祝う会 10月 ★親子運動会 園外保育 ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ

５月 園外保育（２歳児） 11月 内科検診 

６月 ★保育参観 内科検診 歯科検診 12月 ★クリスマス会（保育参観） 

７月 プール開き 七夕まつり １月 お正月遊び 

８月 プール ２月 節分・豆まき 

９月 ★敬老参観 ３月 おひな祭り ★成長を祝う会 

その他 ベビースイミング、キッズイングリッシュ、お誕生日会、避難訓練、身体測定(毎月)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡ノート □必須 ■選択 250 紛失時 全園児
スモック（袖無） □必須 ■選択 1,500 入園時 1～2歳児
スモック（長袖） □必須 ■選択 1,530 入園時 1～2歳児
日よけ帽子 ■必須 □選択 970 入園時 全園児
教育教材費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児
保護者会費 ■必須 □選択 300 毎月 全園児
2歳児ｽｲﾐﾝｸﾞ □必須 ■選択 1,500 1 回 2 歳児
ｽﾎﾟｰﾂ保険加入料 ■必須 □選択 800 年 1回 全園児
布団レンタル代 ■必須 □選択 1,200 毎月 全園児
行事参加費 □必須 ■選択 その都度 その都度 その都度

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成３１年４月・小規模保育Ｂ型 
運 営 株式会社 Sun’s 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆(8/13～15)

登園自粛協力日 ４月１日（新年度準備のため） 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 満１歳の誕生日を迎えた日から（慣れ保育後）

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

8日目から通常保育(移行児は4日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 越谷わかば幼稚園 
保育室の特徴 当園は、認定こども園わかばの森ナーサ
リー、越谷・大袋わかば幼稚園の姉妹園で、越谷レイクタ
ウン駅から徒歩３分の立地に開園した保育園です。
 ベビースイミング、キッズイングリッシュ等の外部講
師を取り入れての指導を行うと共に、リトミック・製作
等の様々なカリキュラムを組んで保育を行っています。

園からのメッセージ 当園の名称でもある「ポコ・ア・ポコ」
はイタリア語の音楽用語で「少しずつ」という意味です。「少
しずつあせらずゆっくり」をモットーに一人ひとりに合わせ
たきめ細かい保育を心がけています。保護者の方々と一緒に
温かく見守っていきたいと思っています。のびのび笑顔いっ
ぱいの保育室です。

レイクタウンひなた保育園(3029)

モンクール.保育園 (3049)

保育室ポコ・ア・ポコ(3051)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 
- 46 -



マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月  10 月 みこし祭り ハロウィン 

５月 こどもの日 内科検診 11 月 内科検診 

６月 歯科検診 ★保護者会 12 月 クリスマス会 

７月 プ－ル開き 七夕集会 １月 正月遊び 

８月 すいか割り 夏祭り ２月 節分 

９月 お月見 ミニ運動会 ３月 ひな祭り お別れピクニック 

★保護者会 

その他 誕生会（4月～3月） 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

災害共済給付費 ■必須 □選択 300 入園時 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２８年５月・小規模保育Ａ型 
運 営 特定非営利活動法人色彩みらい 
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後２か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

7日目から通常保育(移行児は3日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 精華幼稚園 

保育室の特徴 キッズハウスクレヨンは、育脳に力を入
れています。日々の保育の中の「これは何だろう？」とい
う子供たちの好奇心を大切にし、自分で考え行動できる
力を育てます。たくさんの経験を積めるように、英語・リ
トミック・おはなし会を取り入れ、戸外遊びを積極的に
行い、心と身体の成長を手助けしていきます。

園からのメッセージ 子ども達とのスキンシップを大切に
しながら、一人ひとりに寄り添った保育を第一にしておりま
す。
 身体を動かすのが大好きな保育士と一緒に、元気いっぱい
体操を楽しんでいます。

保護者様が毎日安心してお仕事に行かれますよう保育士
一同、全力でサポートしてまいります。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月  10 月 ハロウィン 

５月 こどもの日 内科検診 11 月 内科検診 

６月 歯科検診 ★保護者会 12 月 クリスマス会 

７月 プ－ル開き 七夕集会 

夏祭り おみこし 

１月 正月遊び 

８月 すいか割り ２月 節分 

９月 お月見 ミニ運動会 ３月 ひな祭り お別れピクニック 

★保護者会 

その他 誕生日会（4月～3月） 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

災害共済給付費 ■必須 □選択 300 入園時 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２８年６月・小規模保育Ａ型 
運 営 特定非営利活動法人色彩みらい 
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後２か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

7日目から通常保育(移行児は3日目から)
※状況に応じて延びることがあります

土曜日等の共同保育
土曜日・お盆(8/13～16)・年末年始(12/27～1/5)の
保育はキッズハウスクレヨンいちご組で行います

連携施設 精華幼稚園 
保育室の特徴 キッズハウスクレヨンは、育脳に力を入
れています。日々の保育の中の「これは何だろう？」とい
う子供たちの好奇心を大切にし、自分で考え行動できる
力を育てます。たくさんの経験を積めるように、英語・リ
トミック・おはなし会を取り入れ、戸外遊びを積極的に
行い、心と身体の成長を手助けしていきます。

園からのメッセージ 一人ひとりの発達に合わせたきめ細
やかな保育を心がけています。

音楽が大好きな保育士と一緒に、リズム遊びや体操を日々
楽しんでいます。

保護者様が毎日安心してお仕事に行かれますように、保育
士一同全力でサポートしていきます。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 入園・進級会 10 月 ★芋掘り遠足、ﾊﾛｳｨﾝ、内科検診
５月 内科検診 11 月 ★保育参観
６月 歯科検診 12 月 クリスマス会
７月 夏祭り １月 お正月遊び
８月 水遊び ２月 ★親子お楽しみ会、クッキー

作り、豆まき 
９月 ★引き渡し訓練、★消防署見

学、おにぎり作り 
３月 ★卒園式(2歳児のみ) 

その他 誕生日会、避難訓練、身体測定

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育連絡ノート ■必須 □選択 540 入園時 全園児
カラー帽子 ■必須 □選択 1,000 入園時 全園児
シール帳セット ■必須 □選択 520 年 1 回 全園児
災害共済給付 ■必須 □選択 240 年 1 回 全園児
教材費 ■必須 □選択 1,500 年１回 全園児
コットシーツ代 ■必須 □選択 900 入園時 全園児
お芋掘り遠足 □必須 ■選択 芋代実費 年1 回 希望者のみ

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成３０年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社ひまわり 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆休み(３日程度)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後２か月から（お子さんの様子を見ながら）

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

5日目から通常保育(移行児は3日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 精華幼稚園、 あやの幼稚園 

保育室の特徴 家庭的な雰囲気の中、楽しく年齢に応じ
た保育を行い、一人ひとりの成長を見守ります。公園も
近くにあり、戸外遊びも充実しています。週１回、講師と
共に柔軟性・創造性を育てるバレエリトミックを行いま
す。保護者の方に参加いただける行事もあります。

園からのメッセージ 子ども達にとって楽しい園、保護者の
皆様にとって安心できる園でありたいと考えております。保
護者の皆様と信頼関係を築くことが子ども達の精神的安定
を図り、成長への一歩につながります。保護者の皆様との対
話を大切にお子様の成長を喜び合える園でありたいと思い
ます。

キッズハウスクレヨンいちご組
ぐ み

(3031)

キッズハウスクレヨンいるか組
ぐ み

(3034)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

レイクタウンひまわり園(3035)
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 
主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 10 月 芋ほり
５月 11 月 ★保育参加
６月 ★交流会 内科検診 12 月 クリスマス
７月 七夕 水遊び １月 お正月遊び
８月 水遊び ２月 節分
９月 ★引き取り訓練 歯科検診 ３月 ★卒園を祝う会 卒園遠足
その他 避難訓練・身体測定(月1 回) ★保育士体験(6 月から随時)

お誕生日のお祝い(各々のお誕生日当日)  

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

カラー帽子代 ■必須 □選択 970 入園時 1.2 歳児 

布団カバー代 ■必須 □選択 1,000 入園時 0歳児 
コットカバー代 ■必須 □選択 1,000 入園時 1・2歳児 

災害共済給付 ■必須 □選択 310 年 1回 全園児 

紙おむつゴミ処分費 ■必須 □選択 400 毎月 全園児 

集金・連絡袋 ■必須 □選択 100 入園時 全園児 

写真代 □必須 ■選択 1枚 100程度 随時 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 令和２年４月・小規模保育Ａ型 
運 営 株式会社 Warm Place 
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後６か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

8日目から通常保育(移行児は5日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 青徳幼稚園 

保育室の特徴 うららか保育園の保育は、子どもたちの
好奇心・自立・意欲・優しさの４つの根っこを育むため
に、一人ひとりの子どもたちの思いをできる限り叶えら
れるよう、各クラスの保育士を多く配置し、子どもたち
や保護者に寄り添う保育を行っています。またお庭のあ
る保育園なので、畑での野菜栽培やどろんこ遊びも、五
感をたっぷり使って楽しんでいます。

園からのメッセージ 子ども一人ひとりへおしみない愛情
を注ぎ、担当制の保育を行い、第２の母となってお子様が持
っている無限の可能性を引き出します。また保護者様と私た
ちスタッフ全員が大きな家族となり、お子様の成長を共に喜
び、悩んだ時も共に考え、楽しく育児ができるよう全力でサ
ポートいたします。ぜひ実際の保育の様子を見にいらしてく
ださい。お待ちしています。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ピクニック・お誕生日会 10 月 ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ・お誕生日会 

５月 端午の節句・お誕生日会 11 月 ★遠足・お誕生日会 

６月 社会科見学・お誕生日会 12 月 ★クリスマス会・お誕生日会 

７月 七夕会・ﾌﾟｰﾙ開き・お誕生日会 １月 お正月遊び・お誕生日会 

８月 すいか割り・夏祭り会・
お誕生日会 

２月 節分・お誕生日会 

９月 ミニ運動会・お月見会・
お誕生日会 

３月 ひな祭り・お誕生日会・
★卒園式 

その他

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

行事制作費 ■必須 □選択 500 毎月 全園児 

遠足参加費 □必須 ■選択 実費 実施前 参加希望者 

写真代 □必須 ■選択 88/枚 購入時 購入希望者 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 令和２年４月・小規模保育Ｂ型 
運 営 株式会社城南フェアリィー 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3) 

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後４か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な 
慣れ保育期間

6日目から通常保育(移行児は6日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 精華幼稚園 園からのメッセージ ふぇありぃ保育園は、一人ひとりに寄
り添うことを大切に、パパママに安心してお預けいただける
こと・子どもたちがのびのびと心地良く笑顔でお過ごしでき
る園づくりがモットーです！

たくさんの笑顔の花咲くあたたかい保育を目指しています
(*̂－̂*)

保育室の特徴 お子様一人ひとりに寄り添い、ご家庭と
の連携を大切にしながら、生活習慣の形成のサポートを
します。また、たくさんの思い出をつくってほしいと願
い、月２回目安の行事も大切にしています♪

そして、令和３年度より「くぼた式育児法」を導入した
カリキュラムも実施しています！

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ピクニック・お誕生日会 10 月 ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ・お誕生日会 

５月 端午の節句・お誕生日会 11 月 ★遠足・お誕生日会 

６月 社会科見学・お誕生日会 12 月 ★クリスマス会・お誕生日会

７月 七夕会・ﾌﾟｰﾙ開き・お誕生日会 １月 お正月遊び・お誕生日会 

８月 すいか割り・夏祭り会・
お誕生日会 

２月 節分・お誕生日会 

９月 ミニ運動会・お月見会・
お誕生日会 

３月 ひな祭り・お誕生日会・
★卒園式 

その他

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

行事制作費 ■必須 □選択 500 毎月 全園児 

遠足参加費 □必須 ■選択 実費 実施前 参加希望者 

写真代 □必須 ■選択 88/枚 購入時 購入希望者 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 令和２年４月・小規模保育Ｂ型 
運 営 株式会社城南フェアリィー 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3) 

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後４か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

6日目から通常保育(移行児は6日目から)
※状況に応じて延びることがあります

土曜日等の共同保育
土曜日の保育はふぇありぃ保育園レイクタウン・ト
マト園で行います

連携施設 精華幼稚園 園からのメッセージ ふぇありぃ保育園は、一人ひとりに寄
り添うことを大切に、パパママに安心してお預けいただける
こと・子どもたちがのびのびと心地良く笑顔でお過ごしでき
る園づくりがモットーです！
たくさんの笑顔の花咲くあたたかい保育を目指しています
(*̂－̂*)

保育室の特徴 お子様一人ひとりに寄り添い、ご家庭と
の連携を大切にしながら、生活習慣の形成のサポートを
します。また、たくさんの思い出をつくってほしいと願
い、月２回目安の行事も大切にしています♪

そして、令和３年度より「くぼた式育児法」を導入し
たカリキュラムも実施しています！

うららか保育園(3042)

(3044)

(3043)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 
- 48 -



マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 ピクニック・お誕生日会 10 月 ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ・お誕生日会 

５月 端午の節句・お誕生日会 11 月 ★遠足・お誕生日会 

６月 社会科見学・お誕生日会 12 月 ★クリスマス会・お誕生日会

７月 七夕会・ﾌﾟｰﾙ開き・お誕生日会 １月 お正月遊び・お誕生日会 

８月 すいか割り・夏祭り会・
お誕生日会 

２月 節分・お誕生日会 

９月 ミニ運動会・お月見会・
お誕生日会 

３月 ひな祭り・お誕生日会・
★卒園式 

その他

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

行事制作費 ■必須 □選択 500 毎月 全園児 

遠足参加費 □必須 ■選択 実費 実施前 参加希望者 

写真代 □必須 ■選択 88/枚 購入時 購入希望者 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 令和３年４月・小規模保育Ｂ型 

運 営 株式会社城南フェアリィー 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:30～19:00（土曜 7:30～18:30） 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後４か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 
標準的な
慣れ保育期間

6日目から通常保育(移行児は6日目から)
※状況に応じて延びることがあります

土曜日等の共同保育
土曜日の保育はふぇありぃ保育園レイクタウン・ト
マト園で行います

連携施設 精華幼稚園 園からのメッセージ ふぇありぃ保育園は、一人ひとりに寄
り添うことを大切に、パパママに安心してお預けいただける
こと・子どもたちがのびのびと心地良く笑顔でお過ごしでき
る園づくりがモットーです！ 
たくさんの笑顔の花咲くあたたかい保育を目指しています
(*̂－̂*)

保育室の特徴 お子様一人ひとりに寄り添い、ご家庭と
の連携を大切にしながら、生活習慣の形成のサポートを
します。また、たくさんの思い出をつくってほしいと願
い、月２回目安の行事も大切にしています♪ 

そして、令和３年度より「くぼた式育児法」を導入した
カリキュラムも実施しています！

(3054)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月 内科検診 10 月 ★保育参観・保育士体験 ミニ運
動会 ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨ 内科検診 

５月 歯科検診 子どもの日の会 11 月 介護施設訪問 

６月 お野菜を触ってみよう 12 月 クリスマス会 

７月 七夕の会 プール開き １月 ★お楽しみ会 おやつバイキング

８月 すいか割り ２月 お野菜を触ってみよう 豆まき
をしよう お店屋さんごっこ 

９月 ★引き渡し訓練 ３月 ★大きくなったね展 ひな祭り
の会 ★お別れ会 

その他 身体測定、誕生会、避難訓練は毎月実施 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

災害共済給付 ■必須 □選択 240 入園時 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２８年４月・事業所内(小規模Ａ型基準)

運 営 有限会社あおぞら介護サービス

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆休み(8/13～15)

登園自粛協力日
７月第三土曜日（近隣の祭礼開催で
周辺が通行止めとなるため） 

開 園 時 間
7:00～19:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 満１歳の誕生日を迎えた日から（慣れ保育後）

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

9日目から通常保育(移行児は9日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 大沢幼稚園、 北越谷幼稚園(１号)

保育室の特徴 ●あおぞらの下、子ども達が森の中で遊
んでいるような装飾が工夫されていて、明るくやわらか
い雰囲気を感じながら過ごすことができます。
●お子さまの成長を共有できるよう、季節に合わせた毎

月の製作や年間行事を取り入れています
●午睡は園用ベッドを使用し、タオルケットは園で洗濯

します。おむつは園で処分します。

園からのメッセージ ゆったりとした家庭的な雰囲気の中
で、一人ひとりの発達に合わせた、きめ細かな保育を心がけ
ています。

子ども達の思いやりや優しさは、安心とぬくもりの中で育
ちます。どんな小さな言葉や仕草も決して流さずに受け止め
る、少人数だからできるあたたかな保育を職員全員で創りあ
げ、保護者の方を全力でサポートします。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 

４月  10 月 ハロウィン 

５月 園内栽培(野菜など)・総合防

災訓練 

11 月 総合防災訓練 

６月 園外散歩(遠足)・★試食会 12 月 クリスマス会 

７月 七夕・水遊び １月  

８月 プール・夏まつり ２月 節分 

９月 歯科検診・食育(収穫) ３月 歯科検診・★お別れ会(保育参

観) 

その他 内科検診・避難訓練・誕生会・身体測定は毎月１回実施 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

行事参加費 □必須 ■選択 必要があれば都度徴収 全園児 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２６年７月・事業所内(小規模Ｂ型基準)

運 営 特定非営利活動法人合 

休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆休み(8/13～16)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:30～19:30 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後６か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

7日目から通常保育(移行児は3日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 ぶどうぞの幼稚園 
保育室の特徴 ●令和２年新設の保育室にて９名定員の少人

数縦割り保育のため、家庭の延長のような落ち着いた雰囲気
の中で保育しています。

●年間を通じ天候の良い日は戸外遊びや散歩に出かけ、元気で
健康な子に育つよう、また地域交流を通じて誰とでも仲良く
遊びルールを学べる保育をしています。

●一人ひとりロッカーで荷物を管理し、毎日の手荷物は最小限
で済むようにしています。おむつ処理は園で処理します。

園からのメッセージ 家庭的な雰囲気の中で一人ひとりの発達
に合わせた保育をし、自分のことは自分でできるよう毎日の小さな
積み重ねを大切にし、自立支援を心掛けています。子どもが安心し
て過ごせる保育を目指し、働く親御さんを全力でサポートします。
当法人では、東部地域療育センターや児童発達支援などの事業所が
併設されており、子どもの発達に関する専門職への相談や保育所等
訪問支援事業もあります。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 10月 ハロウィン、健康診断(内)
５月 ★保護者面談、健康診断(内)、端午

の節句 
11月 消防訓練、遠足

６月 健康診断(歯)、遠足 12月 クリスマス会
７月 七夕、プール開き、消防訓練 １月 お店屋さんごっこ
８月 夏祭り、水遊び ２月 ★保護者面談、節分
９月 ３月 ひな祭り、お別れ会、卒園式
そ の 他 毎月：誕生日会、避難訓練、身体測定

随時：季節の野菜収穫パーティ 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

連絡帳 ■必須 □選択 150 入所時及び随時 全園児
連絡帳袋 ■必須 □選択 220 入所時 全園児
防災頭巾 ■必須 □選択 1,900 入所時 全園児
カラー帽子 ■必須 □選択 650 入所時 全園児
自由画帳 ■必須 □選択 270 随時 概ね2歳児
クレヨン ■必須 □選択 530 随時 概ね2歳児
行事参加費 ■必須 □選択 実費 随時 全園児
通園バッグ □必須 ■選択 670 随時 希望者
保育中の写真 □必須 ■選択 30 随時 希望者
紙オムツ □必須 ■選択 25 忘れたとき 希望者

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２９年４月・事業所内(保育所型)

運 営 医療法人社団大和会 
休 園 日 日曜日・祝日・年末年始(12/30～1/3)

登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:30～19:30 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 １歳児クラスから（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な
慣れ保育期間

6日目から通常保育(移行児は3日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 ぶどうぞの幼稚園 

保育室の特徴 
基本的な生活習慣をきちんと身につけ、他児や保育士

との交流を通して社会性を育んでいけるよう、大切に見
守っています。

給食は隣接する病院の栄養課で調理しており、アレル
ギー食や離乳食にも細やかに対応しています。

園からのメッセージ 
隣の市民農園で野菜を育て、みんなで収穫します。そのま

ま味わったり、調理したりなど、食の体験を広げ、食に対す
る興味や関心を育んでいます。

★事業所内保育 
（従業員枠と別に地域枠(従業員以外が利用可能)があります。）

あおぞらたっち保育園(4003)

Kids
き っ ず

あいあい(4002)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

すくすくキッズけいわ(4006)
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マークは、こしがや「プラス保育」幼稚園（５１ページ参照） 

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 10 月 ★運動会、お芋ほり遠足
５月 11 月 ★フェスティバル
６月 ピクニック、★個人面談 12 月 ★お遊戯会 クリスマス会、お

餅つき 
７月 ★夏のゆうべ １月 観劇会、★個人面談
８月 お祭りごっこ、お楽しみ会 ２月 ★保育参観、豆まき、なかよし

保育 
９月 ★引き渡し訓練 ３月 ★卒園セレモニー
その他 ★誕生日会(お子さんの誕生月のみ保護者参加)

★幼稚園主催幼児教室「リトルスター」２歳児希望者 
※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス 

行事費 ■必須 □選択 数百 毎月 全園児 
教材等用品代 ■必須 □選択 約 4,500 入園時 全園児 
保険代 ■必須 □選択 2,000 年 1 回 全園児 
幼稚園主催幼
児教室 

□必須 ■選択 300 参加ごと ２歳児希望者

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

開所年月・施設類型 平成２８年４月・事業所内(小規模Ａ型基準)

運 営 学校法人大熊学園 

休 園 日
日曜日・祝日・年末年始(12/29～1/3)・
お盆休み(３日程度)

登園自粛協力日
運営する学園の行事等による振替日など、依
頼する場合があります。

開 園 時 間
7:00～19:00
標準時間の通常保育 7:30～18:30
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 満１歳の誕生日を迎えた日から（慣れ保育後）

その他 なし 
標準的な
慣れ保
育期間 
※詳しい日数は園
発行の案内をご
確認ください

0・1 歳

児
10 日目から通常保育(移行児は4日目から)
※状況に応じて延びることがあります

2歳児 7日目から通常保育(移行児は4日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 愛隣幼稚園、第二愛隣こども園(１号・２号)

保育室の特徴 学校法人が運営する事業所内保育。
幼稚園・こども園に勤める先生達のお子様と一緒に、

地域子育て支援の一環として地域枠のお子様もお預かり
します。連携施設も２園設定され、卒園後はご家庭の状
況に合った園への入園が考慮されます。明るく開放的な
室内のもと、幼児教育を見据えた保育を行います。

園からのメッセージ とても小規模な園となりますが、連携
施設との交流の中で「人」と接する機会を多く設け、「心」を
育てます。運営学園の教育理念「つよい体、やさしい心の子
どもに育てる」へ向けた保育を心がけてまいります。

みんなに「おうち」と呼ばれる家庭的な環境を作り上げて
まいります。

主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 10 月 ハロウィンパーティ
５月 子どもの日集会 内科検診 11 月 ガーデニング
６月 園外保育 歯科検診 12 月 クリスマス会、★保育参観
７月 七夕集会 スイカ割り大会 １月 お正月あそび
８月 食育 ２月 節分（豆まき）
９月 ピクニック ３月 ひな祭り集会 食育 お別れ会
その他 誕生日会 避難訓練 身体測定

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

利用者負担(保育料)以外にかかる費用
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

帽子代 ■必須 □選択 1,000 入園時 1・2歳児
園外保育代 □必須 ■選択 2,000 ６月ごろ 全園児
延長保育料 地域枠19時～22時 250/15 分 毎月 全園児
従業員枠(標準時間)月 264 時間を越えた場合 250/15 分 毎月 全園児
従業員枠(短時間) 月 192 時間を越えた場合 250/15 分 毎月 全園児

※現時点での予定のため変更となる可能性があります 

開所年月・施設類型 平成２８年４月・事業所内(保育所型)

運 営 社会福祉法人タイケン福祉会 
休 園 日 なし（３６５日開園） 
登園自粛協力日 なし 

開 園 時 間
7:00～22:00 
標準時間の通常保育 7:30～18:30 
短時間 の通常保育 8:30～16:30 

時間外
保育・
延長保育

対象年齢 生後２か月から（慣れ保育後） 

その他 なし 

標準的な 
慣れ保育期間

9日目から通常保育(移行児は9日目から)
※状況に応じて延びることがあります

連携施設 なし 

保育室の特徴 イオンレイクタウン mori 内にある事業
所内保育で、イオンモールの様々なイベント(花壇づく
り・七夕かざり・似顔絵展・ハロウィンパレード等)に参
加することもあります。

また、周辺には、たくさんのお散歩コースがあり、毎日
元気に過ごしています。

園からのメッセージ お子さま一人ひとりを大切にし、乳幼
児期にふさわしい生活の場をつくり、心身ともに健やかに育
つことができるように努めています。

行事やイオンモール内のイベントを通じて、お子さまの成
長をご家族の皆さまと一緒に喜び、安心・安全に過ごせるよ
うに楽しい園を目指しています。

あいりんのおうち(4004)

イオンゆめみらい保育園ﾚｲｸﾀｳﾝ(4005)

※公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育の利用者負担額(基本の保育料)は、どの園も共通です

（世帯の市民税所得割額から算定）。 

※イオングループ企業やイオンレイクタウン内各施設の専門店の従業
員は「従業員枠」での利用となります。従業員枠に該当する方は、
地域枠での利用ができませんので、ご注意ください。 
（「従業員枠」に該当する場合、申込時、希望施設に「イオンゆめみらい保育園
レイクタウン」を書いても、イオンゆめみらい保育園レイクタウンを除いて
利用調整を行います。）
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越谷市では、独自の取組として、保育施設希望者に
やさしい長時間預かり保育を行う私立幼稚園と認定
こども園(教育部分)を「こしがや「プラス保育」幼稚
園」として認定しています。 
認定園では、教育時間前後の預かり保育を充実させ

るとともに、保育所等の条件を満たす人が利用できる
「プラス保育枠」を設定し、８時～１８時の預かり保
育を原則無料で行います。 

「プラス保育」幼稚園の特徴 

１０時間以上開園
８時以前から１８時以降まで開園する
ので、仕事等である程度長時間の預か
りにも対応。もっと長いところも！

長期休業期間(夏休み等)の平日は3/4以上開園 
基本型の園は春休み・夏休み・冬休みにお休みがあ

る。機能強化型の園は休業期間も平日毎日開園する。
※どの園も 12 月 29 日～1 月 3 日は休み。

振替休日などがある

土曜日は休園(※一部の幼稚園では開園します)

「プラス保育」幼稚園は私立幼稚園です。 
教育や遊びについての考え方や、バスの送迎・ 
給食の頻度などは、各幼稚園の方針に任され 
ています。

申込先は各私立幼稚園です。 
１０月１５日からの各幼稚園での願書配布の 
前後にプラス保育枠の申込期間があります。 
※受付期間一覧表をホームページ等に掲載します 

実施幼稚園

このマークは、プラス（＋）と、カタカナ
の「ホ」を重ねたもので、笑顔や、丸字の「よ
うちえん」の表記から、「プラス保育」幼稚園
を表現したものとなっています。 
 さらに、笑顔の部分は青(しかも越谷ブル
ー)、プラスの部分は緑、「育」の部分は赤(太
陽のように元気な子ども)とし、越谷市のイメ
ージである「水と緑と太陽」をあらわしてい
ます。未来を担うこしがやの子ども達の夢を
育てる事業になってほしい、そんな想いをこ
めて作成したものです。

プラス保育枠 
保育施設の利用条件を満たす人をプラス保育枠で８
時～１８時の預かり保育を原則無料で行います。 
各園には「プラス保育」の定員があります。定員を
超える場合は、各園で選考を行います。

対象（①～③ともに満たす方） 
①越谷市民の３歳児～５歳児(満３歳児は対象外)
②施設等利用給付認定の「新２号認定」を受けており、

「保育が必要な事由」が次のいずれかに該当する方
③３か月以上継続して預かり保育を利用する方。 

保育が必要な事由 
就労 日常の家事以外の仕事をしている場合 

就労内定 求職活動を行い就労内定が出ている場合(条件有)

就学 学校または職業訓練校に在学している場合
※産前産後休暇中や育児休業中の場合は対象外 
※同居の６５歳未満の保護者の父母が無職の場合は対象外(病気等で
保育できない場合を除く) 

※疾病・障がいのある方、同居の親族を看護している方は原則として対
象外

実施内容 
８時～１８時の預かり保育（基本預かり時間（9 時～14
時など。園により異なる。）を超える時間の保育）を施設
等利用給付で給付を受けられる額と同額で利用できる
（このため、差引０円となり実質無料となる）。
※利用できるのは、就労等の日に必要な時間に限る。
※上記のほか、幼稚園の保育料、教材費、給食費等がかかる。
また、入園時に入園料等がかかる。

幼稚園・ 

認定こども園名 

所在地 
※(教)教育部分

の所在地

電話番号

(048) 

預かり保育(一時預かり)の実施内容
プラス保育幼稚園 平日最大

預かり 

土曜最大

預かり 類型 Ｐ保育枠定員 

新制度 越谷教会附属越谷幼稚園 御殿町 4-33 962-2743 基本型 35 8:00～18:00 × 

従
来
型
幼
稚
園

萩原第一幼稚園 赤山本町 3-13 962-4358 基本型 80 7:30～18:00 × 

照蓮院さくら幼稚園 瓦曽根 1-5-43 962-4837 基本型 20 8:00～18:00 × 

越谷わかば幼稚園 南越谷 5-20-5 986-5645 機能強化型 70 7:30～18:30 8:00～16:00 

愛隣幼稚園 蒲生 3-9-13 986-4915 基本型 39 8:00～18:00 × 

越谷くるみ幼稚園 神明町 1-82 962-8555 基本型 25 8:00～18:00 × 

ぶどうぞの幼稚園 南荻島 4336-5 976-1972 基本型 20 8:00～18:00 × 

精華幼稚園 登戸町 20-33 986-3747 基本型 24 7:30～18:30 × 

あやの幼稚園 大成町 1-40-2 985-2395 基本型 10 8:00～18:00 × 

大沢幼稚園 大沢 578-1 974-6443 基本型 50 8:00～18:00 × 

大袋わかば幼稚園 大杉 492-1 976-4880 機能強化型 85 7:30～18:30 7:30～16:30

アスナロ幼稚園 弥十郎 737-1 975-2948 基本型 20 8:00～18:00 × 

大袋幼稚園 大竹 822 975-5050 機能強化型 100 7:30～18:30 7:30～17:00

松沢幼稚園 谷中町 2-94 966-8686 基本型 50 8:00～18:00 × 

萩原第二幼稚園 新越谷 1-294 986-6891 基本型 50 8:00～18:00 × 

清浄院幼稚園 大松 700 976-1361 基本型 50 7:30～19:00 × 

あゆみ幼稚園 恩間新田 221 978-4188 基本型 15 8:00～18:00 × 

レイクアスナロ幼稚園 ﾚｲｸﾀｳﾝ 9-2-7 961-8889 基本型 20 8:00～18:00 × 

認
定
こ
ど
も
園

(

教
育
部
分)

認定こども園しらこばと幼稚園 袋山 631-3 977-8031 機能強化型 20 7:30～18:30 7:30～18:30

認定こども園北越谷幼稚園 北越谷 3-2-18 976-5717 機能強化型 21 7:00～19:00 8:00～17:00 

しらとりこども園 弥十郎 275-1 977-7131 機能強化型 15 7:30～18:30 7:30～18:30 

認定こども園まどか幼稚園 平方 299-2 974-5435 機能強化型 30 8:00～19:00 8:00～17:00

こしがや「プラス保育」幼稚園 ※対象：３～５歳児

12 

9        3 

6 

10H

各幼稚園の特色を生かした運営を行います 

「プラス保育枠」の申込みは各幼稚園へ 

※プラス保育枠の定員数は、３～５歳児の合計です。
※機能強化型の園は、長期休業期間（夏休み等）の平日は毎日開園します（ただし、12月 29 日～1月 3日は休み）。
基本型は長期休業期間の平日は 3/4 以上開園します。 
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開 園 年 月 大正１３年５月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 年長組進級式 ★入園式 10月 ★運動会 ★お母さんありがとうの会

(年少組) やきいもパーティ 
５月 ★遠足 ★お母さんありがと

うの会(年中・年長組) 
11月 ★フェスティバルバザー ★幼児祝福合

同礼拝 ★おじいちゃんおばあちゃんあ
りがとうの会 

６月 ★花の日子どもの日合同礼拝 12月 ★クリスマスページェント礼拝・祝会
７月 プール遊び、年長組お泊り会 １月 ★おとうさんありがとうの会

８月 夏期保育 ２月 カレーパーティ ★園内演奏会
９月 園内観劇会 ３月 ★ばらさんありがとうの会 ケーキパー

ティ ★年少組・年中組終業式 ★卒業式

その他 お誕生会(毎月)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス 

保育料
(月額)

３歳児
新制度幼稚園 0 ※市が定めた利用者負担額

４・５歳児
給食費 □必須 ■選択 310/回 毎月 希望者のみ
冷暖房費 0

施設拡充費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児(兄弟が在園の
場合 1人分免除)

諸費(年
度末に調
整有) 

年少 ■必須 □選択 1,100 毎月 全園児
年中 ■必須 □選択 1,400 毎月 全園児
年長 ■必須 □選択 1,700 毎月 全園児

保護者会費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児
卒業積立金 ■必須 □選択 1,100 毎月 5歳児(年長)

バス代 □必須 ■選択 
3,500(往復)
1,750(片道)

毎月 利用者のみ 

預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450 円/利用日数」
分の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数)

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付の
預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

プラス保育枠 
以外の場合

朝 8:00～ 8:30 150/30 分 

夕 14:00～18:00 150/30 分 

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 宗教法人日本基督教団越谷教会 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計３日) 

創立記念日・県民の日など(計２日)

登園自粛協力日 なし

長期休業期

間中の休み

・夏休み（７日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に２日間） 
・春休み（３日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 8:00～18:00 

土曜 なし 

給 食
平日：週３日(給食と弁当持参を選択)
長期休業期間：弁当持参

入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 
項目 金額(円) 項目 金額(円)
入園料・教育
受入準備費

３年保育 86,000
 ４歳児進級時 0 

２年保育 78,500
選考料 0 ５歳児進級時 0

制服代 
女の子 18,730 ※入園時・進級時にかかる費用

は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

男の子 18,930

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 6,500
２年保育 8,300

１年保育

幼稚園の特徴 
子どもが育つ環境は、穏やかな環境であることが求め
られます。家庭において求められる環境は、子どもたち
が穏やかに過ごせる環境です。穏やかな環境は第一に愛
されていること、子どもが第一である環境です。越谷幼
稚園が最も目指す保育は、穏やかな環境の中で遊びこむ
生活です。

園からのメッセージ 
特別に愛されたという出会いがある。そのような幼稚園で

ありたいと願い、一人ひとりを大切にする保育を掲げていま
す。その一人の心に向き合って歩む生活があるとき、子ども
は愛されていることを感じて自分を出し切って遊びこみま
す。愛されているから、自分を出して夢中になって遊べる、
そのような幼稚園でありたいと願っています。

開 園 年 月 昭和３０年８月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式、進級式、★懇談会

内科検診 
10 月 秋の芋掘り遠足、★運動会

５月 こども赤十字登録式★親子遠足
(年中少)、年長遠足、歯科検診

11 月 交通安全指導、防災訓練、庁舎訪問(年
長) 

６月 日光お泊り会 12 月 ★保育参観(年長)、★音楽会(年中少)、
お楽しみ会 

７月 鑑賞会、★保育参観 １月 ★防犯教室(年長)、★お話し会、餅つき
８月 夏期保育、避難訓練、すいか割

り 
２月 ★保育参観(年中少)、★音楽会(年長)、

小学校見学(年長)、マラソン大会、ドッ
ヂボール大会 

９月 ★発表会 ３月 お別れ会、修了式(年中少)、★卒業式
(年長) 

その他 ★誕生会（お子さんの誕生月）、★お父さん先生体験

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児 従来型幼稚園
(無償化保育料
給付対象園) 

27,000 ※施設等利用給付(無償化給付)
で給付有(上限25,700 円/月) 
◆【３歳児】実質1,300 円/月４・５歳児 27,000

給 食
費

主食費 ■必須 □選択 996/月 毎月
（月均等割）

全園児
副食費 ■必須 □選択 3,984/月 全園児

冷暖房費 ■必須 □選択 650 毎月 全園児
保護者会費 □必須 □選択
バス代 □必須 ■選択 3,500 毎月 利用者のみ

教材費 ■必須 □選択 
6,640 年１回 

(2回に分け
て徴収) 

３歳児
6,980 ４歳児
11,488 ５歳児

年間活動費 ■必須 □選択 600 年２回 全園児
専門指導料 ■必須 □選択 5,260 年 2 回 全園児
卒園アルバム他 ■必須 □選択 9,000 年 2 回 ５歳児

預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450 円/利用日数」
分の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数)

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

延長保育 
(プラス保育枠が対象)

朝 7:30～8:00 は150/回

プラス保育枠 
以外の場合

朝 150/30 分
夕 300/60 分。1か月ﾌﾘｰﾁｹｯﾄ 12,000(8 月 20,000)

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人萩原学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計０日) 
創立記念日・県民の日など(計２日) 
その他の休み(入園式、進級式(新入園児)、お泊り保

育の週１日、運動会、運動会前日、秋の遠足、願書

受付、卒業式)(計８日)

登園自粛協力日 4 月 1 日～入園式(新入園児のみ) 

長期休業期

間中の休み 

・夏休み（３日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に２日間） 
・春休み（３日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 7:30～18:00 
土曜 なし 

給 食 週５日（全員に提供） 
入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 

項目 金額(円) 項目 金額(円)
入園料・教育
受入準備費 

３年保育 80,000 ４歳児進級時 8,710
２年保育 80,000 ５歳児進級時 740

選考料 5,000 ※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

制服代 
女の子 45,960
男の子 46,110

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 8,297
２年保育 16,267
１年保育 16,267

幼稚園の特徴 
異年齢保育に重点をおき、学年別保育との相乗効果を

活かして、やる気を持った考える子の育成を目指してい
ます。
子ども達がお互いに教えあい、学びあう環境の中で「人

と関わる力」を身につけていきます。また、ネイティブの
英語講師が常駐しており、英語に自然に触れる環境にあ
ります。

園からのメッセージ 
地域の皆様から応援をいただき６８年目を迎えた本園に

は、親子三代の卒業生も多数いらっしゃいます。単に、伝統
に甘んじることなく、人の心を大切にし、「守るべきものは
守り、取り入れるものは取り入れる」幼稚園です。本園関係
者の信頼を積み重ねられるよう、今後も学び続けてまいりま
す。

※従来型幼稚園の保育料は園ごとに異なりますが、施設等利用給付(無償化給付)で保育料に関する給付(25,700 円/月)があります。
※新制度幼稚園・認定こども園(教育部分)の満３歳児～５歳児の利用者負担額（基本の保育料）は、０円です。 

萩原
は ぎ わ ら

第一
だ い い ち

幼稚園（「プラス保育」基本型・定員８０名）

「プラス保育」幼稚園 ※年少＝３歳児、年中＝４歳児、年長＝５歳児

日本
に ほ ん

基督
き り す と

教団
きょうだん

越谷
こ し が や

教会
きょうかい

附属
ふ ぞ く

越谷幼稚園（「プラス保育」基本型・定員３５名）
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開 園 年 月 昭和３８年３月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 ★始業式 ★保護者会総会

☆おはなまつり 
10 月 ★運動会 いもほり 誕生会

５月 ☆こいのぼりおゆうぎ ★遠足
★保育参観 いちご狩り 誕生会 

11 月 ☆サッカー大会
★成道会おゆうぎ会 ふかしいも

６月 ★父の日参観 ☆年長お茶参観 プー
ル開き 青葉まつり 交通安全指導 

12 月 ☆音楽会 ☆個人面談
★終業式 

７月 ☆七夕おゆうぎ ★個人面談 ★終業
式 ★みたままつり盆踊り 夏期保育

１月 ★始業式 ☆ドッチボール大会
★保育参観 誕生会 

８月 ２月 ★作品展 まめまき 誕生会
年長園外散歩 

９月 ★始業式 ☆秋まつり 誕生会 彼岸
会 

３月 ひなまつり ★個人面談
お別れ会 ★卒園式 ★終業式 

そ の他 ★誕生会(該当月の年長保護者のみ) ☆保護者会母親研修
※「☆」は保護者が参加可能な行事です。

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児 従来型幼稚園
(無償化保育料
給付対象園) 

29,000 ※施設等利用給付(無償化給付)
で給付有(上限 25,700 円/月)
◆【３歳児】実質3,300 円/月４・５歳児 28,000

給食費
主食費 ■必須 □選択 64/回 毎月 3,500 円

(年度末精算)
全園児

副食費 ■必須 □選択 256/回 全園児
冷暖房費 ■必須 □選択 500 毎月 全園児
教材費 □必須 □選択 0
保護者会費 ■必須 □選択 700 毎月 全園児
バス代 □必須 ■選択 3,500 毎月 利用者のみ
遠足代 ■必須 □選択 2,050 5 月 全園児
いちご狩り代 ■必須 □選択 500 5 月 年長・年中
いもほり遠足代 ■必須 □選択 1,000 10 月 全園児
卒園アルバム・記
念品・謝恩会費用 ■必須 □選択 4,000 10～2 月 年長児 

預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450 円/利用日数」
分の給付があります)

プラス保育枠の場合
※令和５年度からの内容です 

自己負担0
(450×利用日数)

保育料450×利用日数について、施設等利用給付の
預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

プラス保育枠 
以外の場合

朝 8:00～ 8:30   150/回

夕 14:00～17:00 900/回又は 12,000/月
14:00～18:00 1,200/回又は 16,000/月 

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人慈照学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計４日) 
創立記念日・県民の日など(計２日) 

登園自粛協力日 ４月１日から４月８日まで(新入園児のみ)

長期休業期

間中の休み

・夏休み（７日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に２日間） 
・春休み（３日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 8:00～18:00 
土曜 なし 

給 食 週４日（全員に提供） 
※月曜日と長期休業期間は弁当持参

新入園児の
入園式前の
預 か り

認可外保育施設、一時預かり等を利
用してください(園で費用を負担) 
※手配は各自でお願いします 

入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 
項目 金額(円) 項目 金額(円)

入園料・教育
受入準備費 

３年保育 80,000 ４歳児進級時 6,550
２年保育 80,000 ５歳児進級時 10,930

選考料 5,000 ※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

制服代 
女の子 31,100
男の子 31,100

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 18,130
２年保育 18,730
１年保育 22,340

幼稚園の特徴 
仏教の精神に基づき「健康で明るく元気で正しい子」
の保育目標のもと「思いやりの心・感謝の心・責任と協力
の心」を軸に元気に明るく伸び伸びと生活し、円満な心
身の発達を助長致します。年長児はお茶の作法を通して
情操教育を深めていきます。

園からのメッセージ 
保護者の参加可能な行事が多い園です。お子様の幼児期の

成長を共にお楽しみください。保護者と園職員と連携しお子
様の心の安定を図り、日々の成長を共に喜び、自己肯定感を
高く持つことを目指します。また、他年齢と接点も多く、共
に遊ぶことで社会生活を学びます。

開 園 年 月 昭和３９年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 進級式 ★保護者会 

★遠足(年中・少) 

10 月 いもほり遠足 

５月 遠足(年長)  ★保育参観 11月 ★作品展 

６月  12月 クリスマス会 

７月 ★納涼会 林間保育(年長) １月 ★保護者会 

８月 夏季保育 ２月 ★音楽会、サッカー大会(年長) 

９月 ★保護者会 ★運動会 ３月 マラソン大会 修了式 ★卒園式 

その他 (毎月)★お誕生日会(お子さんの誕生月) ★父親主催の行事(年2回 希望者のみ)
学期始めの保護者会については、午前または夕方の時間で実施 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児 従来型幼稚園
(無償化保育料
給付対象園) 

29,000 ※施設等利用給付(無償化給付)
で給付有(上限 25,700 円/月)
◆【３歳児】実質3,300 円/月４・５歳児 28,000

給食費
主食費 ■必須 □選択 70/回 毎月 全園児
副食費 ■必須 □選択 280/回 毎月 全園児

冷暖房費 ■必須 □選択 6,000/年 年１回 全園児
施設維持費 ■必須 □選択 12,000/年 年１回 全園児
保護者会費 ■必須 □選択 7,200 年１回 全園児
バス代 □必須 ■選択 3,800 毎月 利用者のみ
キッズスモック代 □必須 ■選択 1,700 利用開始時 利用者のみ
キッズコースバッ
チ代 

□必須 ■選択 130 利用開始時 
バスコースを
併用する方

預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450円/利用日数」分
の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数)

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

延長保育 
(プラス保育枠が
対象です)

朝 7:30～ 8:00 は 200/回又は2,000/月

夕 18:00～18:30 は200/回又は2,000/月 

プラス保育枠 
以外の場合 

500/回 
7:30～ 8:00 は 200/回又は2,000/月 

18:00～18:30 は200/回又は2,000/月 

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人植竹学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計０日)
創立記念日・県民の日など(計０日) 
その他の休み(入園式、運動会、作品展、音楽会、卒
園式)(計５日)

登園自粛協力日

４月１日～入園式まで(新入園児のみ。ただし
保育施設からの移行児を除く)、８月１３日～
１５日(お盆で利用しない方が多いため)、納
涼会

長期休業期

間中の休み

・夏休み（０日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に０日間） 
・春休み（０日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 7:30～18:30 
土曜 8:00～16:00 

給 食 週５日（全員に提供）※土曜日は弁当持参

長期休業期間の給食センター休業日はお弁当持参

入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 
項目 金額(円) 項目 金額(円)

入園料・教育
受入準備費 

３年保育 80,000 ４歳児進級時 13,070 
２年保育 70,000 ５歳児進級時 11,490

選考料 5,000 ※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

制服代 
女の子 36,750
男の子 36,750

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 24,610
２年保育 26,330
１年保育 26,150

幼稚園の特徴 
当園は新越谷・南越谷駅から徒歩圏内にあり、幼稚園

の前には広い公園と豊かな自然に囲まれ、５８年の歴史
と共に 6,000 名の子ども達が卒園しています。姉妹園に
は年間を通して園児や家族も利用できる２５ⅿ温水プー
ルもあります。その他リトミック、体育指導、キッズダン
スなどを正課で様々な体験を通して成長しています。

園からのメッセージ 
私達は、「心と体のバランスの取れた心豊かな子どもを育

むために」を目標にご家族の皆様と力を合わせ、年齢に合っ
た段階的自立を見守り、自分でやってみようという気持ちを
大事に育てます。また保護者が安心して預けられる、預かり
保育（プラス保育）を充実させ、集団生活を楽しむことがで
きるようにチーム保育に努めています。

越谷わかば幼稚園（「プラス保育」機能強化型・定員７０名）

※従来型幼稚園の保育料は園ごとに異なりますが、施設等利用給付(無償化給付)で保育料に関する給付(25,700 円/月)があります。 
※新制度幼稚園・認定こども園(教育部分)の満３歳児～５歳児の利用者負担額（基本の保育料）は、０円です。 

照
しょう

蓮院
れ ん い ん

さくら幼稚園（「プラス保育」基本型・定員２０名）
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開 園 年 月 昭和４１年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 10月 ★運動会 ★保育参観 お芋ほり 

５月 園外保育(年長組) ★懇談会

園外保育(年中組) 

11 月 ★愛隣フェスティバル  

６月 歯科・内科健診 ★保育参観
園外保育(年少組) 

12 月 ★お遊戯会 ★懇談会
クリスマス会 おもちつき 

７月 ★夏の夕べ 七夕
お泊り保育(年長組) 

１月 観劇会 ★こどもマラソン 

８月 お祭りごっこ お楽しみ会 ２月 ドッジボール大会 節分 ★プール参観

９月 ★引き渡し訓練 ３月 ★水泳大会(年長組) ひなまつり ★お
別れ懇親会 お別れ会 修了式 ★卒園式

その他 ★誕生日会（お子様の誕生月） 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児 従来型幼稚園
(無償化保育料
給付対象園)

29,000 ※施設等利用給付(無償化給付)
で給付有(上限25,700 円/月)
◆【３歳児】実質3,300 円/月４・５歳児 28,000

給食費
主食費 ■必須 □選択 64/回 毎月 全園児

副食費 ■必須 □選択 256/回 毎月 全園児
冷暖房費 ■必須 □選択 5,000/年 年１回 全園児 

年間行事費 ■必須 □選択 6,000/年 年１回 全園児(残額返金有)

保護者会費 なし
バス代 □必須 ■選択 4,000 毎月 利用者のみ

お泊り保育 □必須 ■選択 16,000 年１回 ５歳児(年長) 

春のピクニック □必須 ■選択 3,000 年１回 ５歳児(年長) 

卒園アルバム代 □必須 ■選択 9,100 年１回 ５歳児(年長) 

預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450 円/利用日数」
分の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数)

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

プラス保育枠 
以外の場合

朝 8:00～ 8:30は無料(就労等のため登園時間に
不都合がある方) 

夕
14:30 まで無料(就労等のため登園時間に不都
合がある方)。16:30 まで 600/回、18:00 まで
800/回 

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人大熊学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計３日) 
創立記念日・県民の日など(計２日) 
その他の休み(入園式、卒園式、１１月１
日(入園願書受付日))(計３日)

登園自粛協力日 春休み期間の数日(新年度準備のため)

長期休業期

間中の休み

・夏休み（３日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に０日間） 
・春休み（２日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 8:00～18:00 
土曜 なし 

給 食
週５日（全員に提供） 
年度末の３月に３日ほどお弁当持参。また、長期休
業期間、暦により給食センター休業日はお弁当持参

入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 
項目 金額(円) 項目 金額(円)
入園料・教育
受入準備費 

３年保育 80,000 ４歳児進級時 13,610
２年保育 80,000 ５歳児進級時 7,810

選考料 5,000
※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

施設費 10,000

制服代 
女の子 約30,000
男の子 約30,000

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 15,490
２年保育 22,380
１年保育 22,580

幼稚園の特徴 
「つよい体・やさしい心の子どもに育てる」を学園理
念とし、集団生活の規律あるリズムの中で体と心のバラ
ンスをしっかり整え、人と人とのかかわりを温かく育み
見守る教育を行っています。自園温水プールでの年間通
しての水泳指導や、雨天時にも対応できるホールでの体
育指導の他、外国人講師による英会話教室も取り入れて
います。

園からのメッセージ 
未就園児のスクール（リトルスター）を開室し、指導員の

下、親子で体を動かし運動する楽しさと意義を知り、子育て
真っ最中のお母様方ならではの語らいの場として大盛況で
す。
園舎は外観からのイメージとは違い、木の素材をふんだん

に使い、木の温もりが感じられる中、元気いっぱいの子ども
たちが笑顔でお迎えします♪

開 園 年 月 昭和４２年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式、いちご摘み、子ども

の日祝い 
10 月 ★運動会、お芋ほり(年長)、

園外保育、★保育参観 

５月 ★遠足、ﾌｧﾐﾘｰｺﾝｻｰﾄ 11 月 七五三祝い、ハロウィン

６月 プール開き、★保育参観、★交
通安全教室、じゃがいも掘り 

12 月 ★発表会、おもちつき、クリスマス会、
クリスマスコンサート、大根掘り 

７月 ★夏祭り、観劇(年長)、すいか
わり、七夕の会、宿泊保育(年長)

１月 交通安全教室(年長)、観賞会

８月 ２学期始業式 ２月 節分・豆まき、★保育参観、お別れ遠
足(年長) 

９月 ★保育・給食参観・子育て講座 ３月 ひな祭り、お別れ会、★卒園式(年長)

その他 毎月誕生会(★お子さんの誕生月)、お父さん・お母さん先生（希望者）、
★個人面談(年２回) 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児 従来型幼稚園
(無償化保育料
給付対象園)

28,000 ※施設等利用給付(無償化給付)
で給付有(上限25,700 円/月)
◆【３歳児】実質2,300 円/月４・５歳児 26,000

給食費
主食費 ■必須 □選択 966/月 毎月 全園児
副食費 ■必須 □選択 3,864/月 毎月 全園児

冷暖房費 ■必須 □選択 500 毎月 全園児
教材費 ■必須 □選択 2,000 毎月 全園児
施設管理費 ■必須 □選択 500 毎月 全園児
卒園準備金 ■必須 □選択 1,400 毎月 ５歳児(年長)

保護者会費 ■必須 □選択 500 毎月 全園児
バス代 □必須 ■選択 3,500 毎月 利用者のみ

預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450 円/利用日数」
分の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数)

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

プラス保育枠 
以外の場合

朝 8:00～8:30 200/回(定額①②には朝の預かり
を含む) 

夕
300/時（1日最大 1,500）

定額①～17:30  9,000/月
定額②～18:00 10,000/月

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人上岡学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計２日)
創立記念日・県民の日など(計２日) 
その他の休み(入園式、入園願書受付日、
発表会、卒園式)(計４日) 

登園自粛協力日 ４月１日～入園式まで(新入園児のみ)

長期休業期

間中の休み

・夏休み（５日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に０日間） 
・春休み（０日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 8:00～18:00 

土曜 なし 

給 食
週５日（全員に提供）
※半日保育のときは給食と弁当持参を選択可

入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 
項目 金額(円) 項目 金額(円)

入園料・教育
受入準備費 

３年保育 60,000 ４歳児進級時 2,400
２年保育 60,000 ５歳児進級時 2,510

選考料 5,000 ※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

制服代 
女の子 33,000
男の子 33,000

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 12,400
２年保育 9,320
１年保育 9,430

幼稚園の特徴 
昭和４２年(1967年)に北越谷は元荒川沿いに白 大学

の系列園として開園。2018 年には子どもたちが安全に過
ごせるように、冷暖房完備で地震や災害に強い新園舎に
建替えました。専任講師による体育指導、音楽指導、アメ
リカ人から学ぶ英会話を行っています。くるみガーデン
では、6 月にじゃがいも、12 月に大根の収穫体験をしま
す。 

園からのメッセージ 
「明るく のびのび 元気な子」を保育目標に子どもたちが

喜んで登園し、楽しく学び、たくましく成長する保育を行っ
ています。集団生活の中できまりを守り、工夫して遊ぶこと
で思いやりの心を育みます。保育終了後は園庭開放も行って
います。お預かりは「くるみクラブ」。そして０歳～満３歳ま
での各種「どんぐりクラブ」があります。
令和５年度から満３歳児保育を始めます。

愛隣
あ い り ん

幼稚園（「プラス保育」基本型・定員３９名）

越谷くるみ幼稚園（「プラス保育」基本型・定員２５名）

※従来型幼稚園の保育料は園ごとに異なりますが、施設等利用給付(無償化給付)で保育料に関する給付(25,700 円/月)があります。
※新制度幼稚園・認定こども園(教育部分)の満３歳児～５歳児の利用者負担額（基本の保育料）は、０円です。 
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開 園 年 月 昭和４２年３月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 年中年長進級式 10月 ★運動会 

５月 内科検診 歯科検診 

★年長親子遠足 

11月 ★来年度願書受付 年中年少遠足 

ハロウィンパーティ 

６月 ★保育参観 12月 ★発表会（おゆうぎ・演劇・太鼓演奏） 

クリスマス会 

７月 すいか割り 年長夏合宿 １月 観劇会 ★保育参観 

８月 夏季保育 夏祭り ２月 サッカー大会 ★新年度園児1日入園 

９月 ★引き渡し訓練 ３月 ★お別れ会 学年修了式 ★卒園式 

その他 ★毎月おたんじょうび会 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)

項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児 従来型幼稚園
(無償化保育料
給付対象園)

26,000 ※施設等利用給付(無償化給付)
で給付有(上限 25,700 円/月)
◆【３歳児】実質300 円/月４・５歳児 26,000

給食費
主食費 ■必須 □選択 1,000/月 毎月 全園児

副食費 ■必須 □選択 4,000/月 毎月 全園児

冷暖房費 ■必須 □選択 6,000/年 年１回 全園児 

教材費 ■必須 □選択 7,900/年 年１回 全園児 

保護者会費 ■必須 □選択 4,800/年 年１回 全園児
バス代 □必須 ■選択 3,500 毎月 利用者のみ

預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450 円/利用日数」
分の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数)

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

プラス保育枠 
以外の場合

朝 100/回 

夕 100/30 分 

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人信愛ふじはら学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計２日) 
創立記念日・県民の日など(計２日) 

登園自粛協力日 なし

長期休業期

間中の休み

・夏休み（７日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に２日間） 
・春休み（２日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 8:00～18:00 
土曜 なし 

給 食
週５日（全員に提供。おたんじょうび会(月１

回)は弁当持参）

長期休業期間：弁当持参
入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 
項目 金額(円) 項目 金額(円)
入園料・教育
受入準備費 

３年保育 81,000 ４歳児進級時 6,800
２年保育 81,000 ５歳児進級時 6,800

選考料 5,000 ※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

制服代 
女の子 32,120
男の子 32,120

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 3,310
２年保育 3,310
１年保育 3,310

幼稚園の特徴 
良いぶどうの実を結ばせるためには、まず日当たりの
いい肥えた土地に苗木を植え付けます。十分な肥料を与
え、害虫の駆除を行い、袋をかけて静かに成熟を待ち、こ
れを守ります。幼稚園の役割もこれとよく似ています。
大切なお子様一人ひとりが、適切な環境の中で十分な成
長ができるよう、熟練した教師陣がそれを助けていきま
す。

園からのメッセージ 
考える力をつけるための「知恵の実あそび」、健康と体の

調和を助けるための体育指導、リズム感を養うための「リズ
ム指導」、国際性を育む「英会話指導」も取り入れ、協調性と
心の豊かさが自然に身につけていけるよう、たえず心配りを
していくことを心がけていきます。心配ごと・悩みごとは親
身になってお聞きします。安心してご相談ください。

開 園 年 月 昭和４２年３月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 ★年長組親子レク 10 月 ★運動会 年長お泊り保育

５月 ★年中・年少組親子レク 11 月 年少組園外保育

６月 ★保育参観 年長給食センター見学 12 月 ★発表会 クリスマスパーティ

７月 七夕飾り すいか割り 子ども祭り １月 もちつき

８月 ２月 豆まき ★作品展 お店屋さんごっ
こ 年長組お別れ遠足 

９月 お月見団子作り ３月 年中組いちご狩り ★卒園式

その他 ★クラス懇談会（学期ごと） お誕生日会(毎月) 避難訓練(年5回) 

★体操参観(学年別年１回) 年長組プール指導(6～7月に4回)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児 従来型幼稚園
(無償化保育料
給付対象園) 

29,000 ※施設等利用給付(無償化給付)
で給付有(上限 25,700 円/月)
◆【３歳児】実質3,300 円/月４・５歳児 27,000

給食費
主食費 ■必須 □選択 66/回 毎月 全園児
副食費 ■必須 □選択 264/回 毎月 全園児

冷暖房費 ■必須 □選択 4,000/年 年１回 全園児
教材費 □必須 □選択 0
施設設備費 ■必須 □選択 10,000/年 年１回 全園児
保護者会費 ■必須 □選択 1,200/年 年１回 全園児
バス代 □必須 ■選択 4,000 毎月 利用者のみ

預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450円/利用日数」分
の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数)

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

延長保育 
(プラス保育枠が
対象です)

朝 7:30～ 8:00 は 150/回

夕 18:00～18:30 は150/回 
プラス保育枠
以外の場合 

朝 300/1 時間
夕 300/1 時間+おやつ100/回

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人精華学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計２日) 
創立記念日・県民の日など(計２日) 
その他の休み(年長お泊り保育、入園面接日、年

長お別れ遠足、卒園式)(計４日)

登園自粛協力日 4月 1日から入園式まで(新年度準備のため)

長期休業期

間中の休み

・夏休み（３日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に１日間） 
・春休み（１日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 7:30～18:30 
土曜 なし 

給 食
週３日（全員に提供） 
※６月～１０月は週５日(夏休みを除く)。 

長期休業期間は弁当持参

入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 
項目 金額(円) 項目 金額(円)

入園料・教育
受入準備費

３年保育 70,000 ４歳児進級時 1,560
２年保育 70,000 ５歳児進級時 1,970

選考料 5,000 ※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

制服代 
女の子 33,000
男の子 32,000

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 13,800
２年保育 13,800
１年保育 13,800

幼稚園の特徴 
様々な経験の中から、「よい子」を演じさせるのではな
く、一人ひとりの個性を伸ばし、子ども同士がお互いに
認め、励まし合いながら関わり、周りの人から応援して
もらえる「人」に成長していく。そんな子どもたちを温か
な雰囲気の中で育てていきたいと考えています。

園からのメッセージ 
子どもたちは、幼稚園という小さな社会の中で遊びを通し

て様々なことを学んでいきます。時には保護者の方が涙する
こともあるかもしれませんが、そのたくさんの経験がこども
たちの力と強さに繋がっていきます。今の子どもたちにとっ
て「本当に大切なこと」をしっかり伝えていきたいと思いま
す。

ぶどうぞの幼稚園（「プラス保育」基本型・定員２０名）

精華
せ い か

幼稚園（「プラス保育」基本型・定員２４名）

※従来型幼稚園の保育料は園ごとに異なりますが、施設等利用給付(無償化給付)で保育料に関する給付(25,700 円/月)があります。
※新制度幼稚園・認定こども園(教育部分)の満３歳児～５歳児の利用者負担額（基本の保育料）は、０円です。 
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開 園 年 月 昭和４５年３月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式、★保護者会 10 月 ★運動会、遠足、
５月 こどもの日祝、交通安全教室、

★親子遠足 
11 月 七五三祝

６月 消防署見学（年長）、★保育参観
★じゃがいも掘り 

12 月 ★お遊戯会、クリスマス会、

７月 水遊び、プール遊び、
★夕涼み会、お泊り保育(年長)

１月 餅つき会

８月 夏期保育、人形劇観劇会 ２月 節分、★音楽会・昼食会、遠足
９月 ★引取訓練、梨狩り（年長） ３月 ひな祭、年長組さよなら会、★卒園式
その他 ★お誕生会(お子様の誕生月)、防災訓練、内科検診、歯科検診、

★公開保育(10 月自由参加) ★個人面談(7 月・12月自由参加)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児 従来型幼稚園
(無償化保育料
給付対象園) 

24,500 ※施設等利用給付(無償化給付)
で給付有(上限25,700 円/月)
◆【３歳児】実質0円/月４・５歳児 23,000

給食費
主食費 ■必須 □選択 800/月 毎月 全園児
副食費 ■必須 □選択 3,200/月 毎月 全園児

冷暖房費 ■必須 □選択 600 年４回 全園児
教材費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児
保護者会費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児
バス代 □必須 ■選択 3,000 毎月 利用者のみ
行事費 ■必須 □選択 500 毎月 全園児
絵本代 ■必須 □選択 400～450 毎月 全園児
卒園積立金 ■必須 □選択 700 毎月 ４・５歳児
防災頭巾 □必須 ■選択 2,750 入園時 新入園児
ピアニカ □必須 ■選択 5,808 年１回 ４歳児
預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450 円/利用日数」
分の給付があります)

プラス保育枠の場合
※令和５年度からの内容です

自己負担0
(450×利用日数)

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

プラス保育枠 
以外の場合

朝 8:00～8:30 100/回 

夕 200/60 分 

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人堀江学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計３日) 
創立記念日・県民の日など(計１日) 
その他の休み(入園式、お泊り保育２日、願書受

付日)(計４日)

登園自粛協力日 4月 3日から入園式まで(新年度準備のため)

長期休業期

間中の休み

・夏休み（４日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に０日間） 
・春休み（３日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 8:00～18:00 
土曜 なし 

給 食 週４日（全員に提供） 
※午前保育の日と長期休業期間は弁当持参

入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 
項目 金額(円) 項目 金額(円)

入園料・教育
受入準備費 

３年保育 60,000 ４歳児進級時 3,100 
２年保育 60,000 ５歳児進級時 3,800

選考料 3,000 ※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

制服代 
女の子 約33,290
男の子 約32,790

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 15,500
２年保育 15,950
１年保育 16,700

幼稚園の特徴 
少人数制による育成を大切にし、どのお子様にも全職
員が細やかな愛情を注ぎ、温かく見守り、一人ひとりの
思いに寄り添い、「よく遊びよく考える子」、「明るく元気
な子」、「思いやりのある心優しい子」の３つを教育目標
に掲げ、楽しく園生活を過ごす中で、健全な心身の基礎
を培い可能性を伸ばし、しっかりと「生きる力」を育んで
まいります。

園からのメッセージ 
どのお子様も幼稚園が大好きで、「明るく生き生きとした

姿」、「キラキラと輝く笑顔」の絶えない幼稚園でありたいと
願い、お子様の健やかな成長を心より祈り、次のような取組
をしています。
※専任講師による体操教室と英語教室
※園生活の様子を写真に収め、配信しています。
※未就園児教室があります。ぜひご見学ください。

開 園 年 月 昭和４５年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園進級式、対面式 10 月 ★運動会、芋掘り(年長)、遠足(年少・

年中)、人形劇 

５月 遠足(年長)、内科検診 11 月 みかん狩り(年中)、★保育参観日 

６月 歯科検診、プール開き、★保育参
観日 

12 月 ★音楽会、クリスマス会、お餅つき

７月 ★個人面談、お楽しみ会、お泊り
保育 

１月 ★個人面談 

８月 夏期保育 ２月 豆まき、★生活発表会、★ドッジボー
ル大会(年長、参観は希望者のみ) 

９月 ★引き取り訓練 ３月 お別れ会、★卒園式 

その他 ★誕生会

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児 従来型幼稚園
(無償化保育料
給付対象園)

27,500 ※施設等利用給付(無償化給付)
で給付有(上限 25,700 円/月)
◆【３歳児】実質1,800 円/月４・５歳児 26,500

給食費
主食費 ■必須 □選択 800/月 毎月 全園児
副食費 ■必須 □選択 3,200/月 毎月 全園児

冷暖房費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児
教材費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児
保護者会費 □必須 □選択 0
バス代 □必須 ■選択 4,000 毎月 利用者のみ
月刊誌 ■必須 □選択 400～460 毎月 全園児
お泊り保育積立金 ■必須 □選択 2,700 毎月 ４歳児
卒園積立金 ■必須 □選択 約 1,025 毎月 ５歳児
年間行事代 ■必須 □選択 約4,000/年 都度 全園児
預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450円/利用日数」分
の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数)

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

プラス保育枠 
以外の場合

朝

夕 1,000/日 

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人川上学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計１日) 
創立記念日・県民の日など(計２日) 
その他の休み(入園進級式、引き取り訓練、入園願書
受付日、音楽会、生活発表会、卒園式)(計６日) 

登園自粛協力日 4月 2日から入園式まで(新年度準備のため)

長期休業期

間中の休み 

・夏休み（４日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に１日間） 
・春休み（２日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 8:00～18:00 
土曜 なし 

給 食
週５日（全員に提供） 
※午前保育日と、長期休業期間の給食業者休

業日は弁当持参

入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 
項目 金額(円) 項目 金額(円)

入園料・教育
受入準備費

３年保育 80,000 ４歳児進級時 5,580
２年保育 80,000 ５歳児進級時 6,190

選考料 5,000 ※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

制服代 
女の子 46,950
男の子 46,950

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 13,640
２年保育 21,240
１年保育

幼稚園の特徴 
「感性を磨く」、「体力を育む」、「創造性を養う」という
教育ポリシーのもと、豊かな心とたくましい体の育成を
目指して、日々の教育活動を進めています。専任講師に
よる体操指導、音楽指導、外国人講師による英語レッス
ンも行っています。
生き生きとした子ども本来の姿が十分に発揮される場

所でありたいと願っています。

園からのメッセージ 
北越谷駅の近くにあり、通勤にも便利です。
預かり保育では、年少児から年長児が一緒に活動していま

す。異年齢のお友だちと過ごすことで、人との関わり方、協
調性や思いやる気持ちを育んでいきます。預かり保育だけの
イベントもありますので、毎日楽しく過ごすことができま
す。

大沢
お お さ わ

幼稚園（「プラス保育」基本型・定員５０名）

※従来型幼稚園の保育料は園ごとに異なりますが、施設等利用給付(無償化給付)で保育料に関する給付(25,700 円/月)があります。
※新制度幼稚園・認定こども園(教育部分)の満３歳児～５歳児の利用者負担額（基本の保育料）は、０円です。 

あやの幼稚園（「プラス保育」基本型・定員１０名）
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開 園 年 月 昭和４６年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 進級式 ★保護者会 

★遠足(年中・年少) 
10 月 いもほり遠足 

５月 ★保育参観・遠足(年長) 11月 ★作品展 

６月  12月 クリスマス会 

７月 ★納涼会・林間保育(年長) １月 ★保護者会 

８月 ★引き取り訓練 ２月 ★音楽会 サッカー大会(年長) 

９月 ★保護者会 ★運動会 ３月 マラソン大会 ★卒園式 修了式 

その他 ★お子さんの生まれた誕生月のお誕生日会 ★父親主催による行事（年2回希望者の
み）。学期始めの保護者会については、午前または夕方の時間で実施 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児 従来型幼稚園 
(無償化保育料
給付対象園) 

27,000 ※施設等利用給付(無償化給付)
で給付有(上限25,700 円/月)
◆【３歳児】実質1,300 円/月４・５歳児 26,000

給食費
主食費 ■必須 □選択 70/回 毎月 全園児 
副食費 ■必須 □選択 280/回 毎月 全園児

冷暖房費 ■必須 □選択 6,000/年 年１回 全園児
施設維持費 ■必須 □選択 12,000/年 年１回 全園児
保護者会費 ■必須 □選択 7,200 年１回 全園児
バス代 □必須 ■選択 3,800 毎月 利用者のみ
キッズスモック代 □必須 ■選択 1,700 利用開始時 利用者のみ
キッズコースバッ
チ代 □必須 ■選択 130 利用開始時 

バスコースを
併用する方

預かり保育料
(プラス保育枠以外
でも、新２号認定の
場合、預かり保育料
に「450円/利用日数」
分の給付がありま
す)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数)

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

延長保育 
(プラス保育枠が
対象です)

朝 7:30～ 8:00 は 200/回又は2,000/月

夕 18:00～18:30 は200/回又は 2,000/月 

プラス保育枠 
以外の場合 

500/回 
7:30～ 8:00 は 200/回又は2,000/月 
18:00～18:30 は200/回又は 2,000/月 

バスステーション利用 通常預かり4,000/月、朝夕片方延長4,500/月、朝夕両方延長5,000/月

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人植竹学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計０日) 
創立記念日・県民の日など(計０日) 
その他の休み(入園式、運動会、作品展、音

楽会、卒園式)(計５日)

登園自粛協力日
４月１日～入園式まで(新入園児のみ。ただし保

育施設からの移行児を除く)、８月１３日～１５
日(お盆で利用しない方が多いため)、納涼会

長期休業期

間中の休み

・夏休み（０日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に０日間） 
・春休み（０日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 7:30～18:30 
土曜 8:00～16:30 

給 食 週５日（全員に提供）※土曜日は弁当持参
長期休業期間の給食センター休業日はお弁当持参

入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 
項目 金額(円) 項目 金額(円)

入園料・教育
受入準備費 

３年保育 80,000 ４歳児進級時 13,070 
２年保育 70,000 ５歳児進級時 11,490

選考料 5,000 ※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

制服代 
女の子 36,750
男の子 36,750

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 24,610
２年保育 26,330
１年保育 26,150

幼稚園の特徴 
広い敷地（9,132 ㎡）内に保育園もある幼保一体の幼稚

園です。隣には２５ⅿ温水プールもあり、年間を通して
園児だけでなく、その家族も利用できます。田園に囲ま
れた自然豊かな立地の中で、園児たちは様々な体験を通
して成長しています。
 わかばの「チーム保育」は、複数の職員で見ていく保育
システムで、創立以来引き継がれています。

園からのメッセージ 
私達は、「心と体のバランスの取れた心豊かな子どもを育

むために」を目標にご家族の皆様と力を合わせ、年齢に合っ
た段階的自立を見守り、自分でやってみようという気持ちを
大事に育てます。また、正課活動としてスイミング・リトミ
ック・体育指導・キッズダンス・ちえのみあそび等を行って
います。登園に関しては、越谷・松伏のほぼ全域に送迎バス
を運行しております。また、せんげん台駅近くに働く保護者
のための「バスステーション」があります。

開 園 年 月 昭和４７年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 ★親子遠足 ★個

人面談(新入園児) 
10月 ★運動会 芋掘り(年長)

HWパーティ 
５月 端午の節句 ★保育参観

交通安全教室 
11月 ★保育参観 七五三 落ち葉遊び

火災訓練 
６月 歯科検診 内科検診 ★保育

参観 カレーパーティ 
12月 餅つき会 ★お遊戯会

７月 七夕 お泊まり会(年長) ★
夏祭り ★個人面談(希望制)

１月 凧揚げ ★個人面談 かるた大会、いちご
狩り(年中) ★体育参観(年中・年長)  

８月 夏期保育(自由登園・5日間) ２月 節分 観劇 うどん作り(年中) ★サッカ
ー大会 

９月 ★引き取り訓練 ３月 ひな祭り お別れ遠足(年長)
お別れ会 ★卒園式 

その他 誕生会（毎月）、★先生体験（任意参加）、姉妹園交流会、英会話参観(年長のみ)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児 従来型幼稚園
(無償化保育料給

付対象園) 

25,700 ※施設等利用給付(無償化給付)
で給付有(上限 25,700 円/月)
◆【３歳児】実質0円/月 ４・５歳児 25,700

給食費
主食費 ■必須 □選択 990/月 8月を 

除く毎月 
全園児

副食費 ■必須 □選択 3,960/月 全園児 
冷暖房費 0
教材費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児
保護者会費 ■必須 □選択 500 毎月 全園児
バス代 □必須 ■選択 3,660 毎月 利用者のみ
行事費(遠足代や
集合写真代) ■必須 □選択 実費 その都度 全園児 

卒園アルバム他 ■必須 □選択 2,500 年５回 年長児
預かり保育料（プラス保育枠の場合） 
※プラス保育枠以外でも、新２号認定の場合、園で定めた預

かり保育料に「450円/利用日数」分の給付があります
0 保育料450×利用日数について、施設等利用給付

の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450円/利用日数」分
の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数) 

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

プラス保育枠 
以外の場合

朝 8:00～8:10 プラス保育枠のみ利用可 

夕
17:30 まで 10,000/月 1,000/日(半日保育
2,000/日、長期休業3,000/日) 

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人松山学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計２日) 
創立記念日・県民の日など(計２日) 
その他の休み(１１月１日願書受付日、
入園式、お別れ遠足、お泊り会)(計４日)

登園自粛協力日 4月 1日から入園式まで(新入園児のみ)

長期休業期

間中の休み 

・夏休み（３日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に２日間） 
・春休み（０日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 8:00～18:00 

土曜 なし 

給 食
平日：週５日(全員に提供) 
長期休業期間：週５日（給食と弁当持参を選択）

入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 
項目 金額(円) 項目 金額(円)

入園料・教育
受入準備費 

３年保育 50,000 ４歳児進級時 8,350
２年保育 50,000 ５歳児進級時 8,550

選考料 5,000 ※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

制服代 
女の子 40,490
男の子 40,490

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 12,700
２年保育 14,100
１年保育 15,050

幼稚園の特徴 
「心身の健康」、「人とのかかわり」、「環境とのかかわ

り」、「言葉の獲得」、「感性と表現」をカリキュラムに取り
入れ、日々の保育に取り組んでいます。
様々な体験を通じて、子ども達の豊かな感性に触れ、

個性や長所を伸ばしていけるよう努力しています。

園からのメッセージ 
今年で開園５１周年。お父様・お母様が卒園生という方も

多くいらっしゃいます。数々の年間行事や保育活動の中で、
「体験」を通じて子ども達の「心」と「体」の双方が健やか
に育つよう開園以来取り組んでいます。ぜひ、一度幼稚園に
足をお運びいただき、園の雰囲気を感じていただけたらと思
います。

大袋
おおふくろ

わかば幼稚園（「プラス保育」機能強化型・定員８５名）

アスナロ幼稚園（「プラス保育」基本型・定員２０名）

※従来型幼稚園の保育料は園ごとに異なりますが、施設等利用給付(無償化給付)で保育料に関する給付(25,700 円/月)があります。
※新制度幼稚園・認定こども園(教育部分)の満３歳児～５歳児の利用者負担額（基本の保育料）は、０円です。 
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開 園 年 月 昭和４８年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 ★個人面談 10月 芋ほり ★キャンドルナイト(年

長)  

５月 内科検診 11月 ★発表会 ★祖父母発表会 

６月 歯科検診 12月 ★チャンピオン大会 クリスマス
会 

７月 七夕まつり ★チャンピオン大会
(年長) 

１月

８月 夏季保育 ２月 節分豆まき チャンピオン大会(年
長) ★個人面談(希望者のみ) 

９月 お月見会 ★運動会 ３月 ひな祭り会 お別れ遠足(年長) 
お別れ会 ★保育参観 ★卒園式 

その他 誕生日会(隔月) 身体測定(隔月) 避難訓練(月１回) 
※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児 従来型幼稚園
(無償化保育料
給付対象園) 

27,000 ※施設等利用給付(無償化給付)
で給付有(上限25,700 円/月)
◆【３歳児】実質1,300円/月４・５歳児 27,000

給食費
主食費 ■必須 □選択

64/回 毎月 
(8月除く) 

３歳児
68/回 ４・５歳児

副食費 ■必須 □選択
256/回 毎月 

(8月除く) 
３歳児

272/回 ４・５歳児 
施設設備費 ■必須 □選択 500 毎月 全園児
教材費 0
PTA 会費 ■必須 □選択 6,000/年 年 1回 全園児
卒園準備金 ■必須 □選択 10,000/年 年１回 ５歳児
バス代 □必須 ■選択 4,000 毎月(8月除く) 利用者のみ

預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450円/利用日数」分
の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数)

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付の
預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

延長保育 
(プラス保育枠が
対象です) 

朝 7:30～ 8:00 は 100/30分(土曜日は200/30 分)

夕
18:00～18:30 は200/30 分
(土曜日は16時以降200/30 分) 

プラス保育枠 
以外の場合 

朝 7:30～8:30 100/30 分

夕 14:00～18:00 100/30 分
18:00～18:30 200/30分 

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人武藤学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計２日) 
創立記念日・県民の日など(計２日) 
その他の休み(11/1 願書受付のため休園。入園式(年
中・年長休園)、お別れ遠足・卒園式(年少・年中休
園))(計１～３日)

登園自粛協力日

４月１日から入園式まで(新入園児のみ)
８月１２～１６日(お盆のため) 
１２月２８日・１月４日（年末年始のため）
３月３１日(新年度準備のため) 

長期休業期

間中の休み

・夏休み（０日間）
・冬休み（12/29～1/3 以外に０日間） 
・春休み（０日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 7:30～18:30 
土曜 7:30～17:00 

給 食

平日：週５日(月～木は全員に提供。金は給食と弁
当持参を選択) ※土曜日は弁当持参
長期休業期間：週５日(給食と弁当持参を選択。給食

センター休業日は手作り弁当持参)

入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 
項目 金額(円) 項目 金額(円)

入園料・教育
受入準備費

３年保育 80,000 ４歳児進級時 5,030
２年保育 80,000 ５歳児進級時 3,980

選考料 5,000 ※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

制服代 
女の子 38,750
男の子 38,750

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 10,560
２年保育 12,030
１年保育 12,030

幼稚園の特徴 
「からだのじょうぶな子」、「ともだちと仲良く遊べる

子」、「思いやりのある子」を教育目標に、遊びながら体力
づくりができる広い園庭、体操・英語・美術・幼児プログ
ラミング授業などいろいろな経験ができるよう環境を整
えて保育をしています。

園からのメッセージ 
「輝け瞳」を合言葉に、広々とした環境の中で瞳を輝かせ

て取り組めるような体験活動を通し、一人ひとりの伸びよう
とする力や意欲、好奇心を伸ばしていきたいと考えていま
す。幼稚園の三年間の中で、できた喜びや自信に満ちた笑顔
をいっぱい見せてほしいと願っています。ぜひ一度、幼稚園
へ遊びに来てください。

開 園 年 月 昭和４８年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式、★懇談会、★個人面談 10 月 ★運動会、いも掘り、ハロウィン、

おいもパーティ 

５月 ★遠足、さつまいも苗植え 11 月 マラソン大会(年長)、防災訓練

６月 ★保育参観、じゃがいも掘り 12 月 ★お遊戯会、餅つきごっこ、大根掘
り、ドッチボール大会(年長) 

７月 七夕、スイカ割り、★夏祭り(年
長・年中)、サマースクール(年長)

１月 ★茶道参観(年長)・新春お楽しみ会

８月 ２月 豆まき、★音楽会、お店屋さんごっこ

９月 大根種まき ３月 ★体操参観、ひな祭り、★卒園式

その他 毎月のお誕生会 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児 従来型幼稚園
(無償化保育料
給付対象園) 

28,700 ※施設等利用給付(無償化給付)
で給付有(上限25,700 円/月)
◆【３歳児】実質3,000 円/月４・５歳児 25,700

給食費
主食費 ■必須 □選択 950/月 毎月 全園児
副食費 ■必須 □選択 3,700/月 毎月 全園児

長期休み給食費 ■必須 □選択 330/食 利用者
冷暖房費 ■必須 □選択 600 毎月 全園児
保護者会費 ■必須 □選択 2,000 学期ごと 全園児
バス代 □必須 ■選択 4,000 毎月 利用者のみ

教育充実費 

■必須 □選択 1,700 毎月 ５歳児
■必須 □選択 4,500 毎月 ４歳児
■必須 □選択 5,500 毎月 ３歳児
■必須 □選択 6,000 毎月 満３歳児

預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450円/利用日数」分
の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数)

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

プラス保育枠 
以外の場合

朝
新１号認定：朝の預かりなし
新２号認定：8:00～8:30 500/回 

夕
１日預かり：500/時間
月極預かり：12,000/月 

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人松沢学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計４日。夏祭り、
運動会、お遊戯会、音楽会)
創立記念日・県民の日など(計２日) 
その他の休み(入園式、保育参観、夏祭り、サマースクール
前当日、運動会、お遊戯会、音楽会、入園願書受付、卒園式、学年
別登園日、台風・大雪等で安全が確保できない場合、ほか園長が
必要と認めたとき)(計１０日以上)

登園自粛協力日
４月４日から入園式まで(新入園児のみ)
行事(入園式、卒園式、夏祭り、運動会、お遊
戯会、音楽会)の前日(準備のため)

長期休業期

間中の休み

・夏休み（４日間）
・冬休み（12/29～1/3 以外に０日間） 
・春休み（３日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 8:00～18:00 
土曜 なし 

給 食 週５日(全員に提供) 
入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 

項目 金額(円) 項目 金額(円)

入園料・教育
受入準備費

３年保育 50,000 ４歳児進級時 6,000

２年保育 50,000 ５歳児進級時 6,000
選考料 5,000 ※入園時・進級時にかかる費用

は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

制服代 
女の子 41,040
男の子 41,040

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 22,630
２年保育 22,630
１年保育 適宜

幼稚園の特徴 
よりよい環境を整備し、知・情・体三位一体の総合的全

人教育を目標に、年間を通して自然とふれあい、日本の
文化などを大切にしています。
体験学習をしていくことで、心身ともに健やかに成長

するよう、日々の活動に取り組んでいます。
＊詳しくは、当園のホームページをご覧ください。
＊食品アレルギーの方はお預かりできません。

園からのメッセージ 
子どもは、子どもらしくのびのびと育てたい。
個性豊かに創造性豊かに育ってほしい。
それらは、放っておいて育つものではありません。知・情・

体の三位一体の総合的な経験を繰り返し、段階を踏みながら
毎日楽しく与えればこそ、本来の子どもらしさが育ちます。
そして、たくさん褒めてあげることで、子どもはやる気がで
ます。

大袋
おおふくろ

幼稚園（「プラス保育」機能強化型・定員１００名）

※従来型幼稚園の保育料は園ごとに異なりますが、施設等利用給付(無償化給付)で保育料に関する給付(25,700 円/月)があります。 
※新制度幼稚園・認定こども園(教育部分)の満３歳児～５歳児の利用者負担額（基本の保育料）は、０円です。 

松沢
ま つ ざ わ

幼稚園（「プラス保育」基本型・定員５０名）

※満 3歳児は60,000
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開 園 年 月 昭和４８年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 進級式 ★懇談会 年

長遠足 
10月 ★運動会 交通安全指導 秋の遠足

５月 ★親子遠足(年中少) ★年中長
保育参観 

11月 年長庁舎訪問 お店屋さんごっこ

６月 日光園外保育 12月 ★発表会 お楽しみ会
７月 ★年少保育参観 すいか割り １月 餅つき
８月 避難訓練 ２月 ★音楽会 カレーパーティ 年長小学

校訪問 
９月 ３月 お別れ会 ★卒業式（年長）
その他 ★お話し会(通年で1人 1回)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児 従来型幼稚園 
(無償化保育料給

付対象園) 

27,000 ※施設等利用給付(無償化給付)
で給付有(上限25,700 円/月)
◆【３歳児】実質1,300 円/月４・５歳児 27,000

給食費
主食費 ■必須 □選択 996/月 毎月 

（月均等割）
全園児 

副食費 ■必須 □選択 3,984/月 全園児 
冷暖房費 ■必須 □選択 750 毎月 全園児

教材費 ■必須 □選択
7,954 年１回 

(2回に分けて
徴収) 

３歳児
11,473 ４歳児
13,668 ５歳児

保護者会費 □必須 □選択
バス代 □必須 ■選択 3,500 毎月 利用者のみ
専門指導料 ■必須 □選択 5,200 年２回 全園児
行事費 ■必須 □選択 1,200 年１回 全園児
卒園アルバム他 ■必須 □選択 9,000 年２回 ５歳児
検診料 ■必須 □選択 1,450 年１回 全園児
預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450円/利用日数」分
の給付があります)

プラス保育枠の場合
※令和５年度からの内容です 

自己負担0
(450×利用日数)

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

プラス保育枠 
以外の場合

朝 150/30 分(令和５年度から) 

夕 150/30 分(長期休業期間は別設定) 

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人萩原学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計０日) 
創立記念日・県民の日など(計２日) 
その他の休み(入園式、園外保育中の１日、運動会、

秋の遠足、卒業式)(計５日)

登園自粛協力日 4 月 1 日～入園式(新入園児のみ) 

長期休業期

間中の休み

・夏休み（３日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に２日間） 
・春休み（３日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 8:00～18:00 

土曜 なし 
給 食 週５日（全員に提供） 
入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 

項目 金額(円) 項目 金額(円)
入園料・教育
受入準備費 

３年保育 80,000 ４歳児進級時 8,760
２年保育 80,000 ５歳児進級時 1,150

選考料 5,000 ※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

制服代 
女の子 42,340
男の子 42,490

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 8,010
２年保育 14,705
１年保育 14,705

幼稚園の特徴 
自然の中で色々な体験をしており、その体験を通して

自分で考え工夫して遊べる力を養います。園庭では、太
陽の下で伸び伸びと裸足保育を行っております。
 また、ネイティブの英語講師が常勤しており、日々の
生活の中で、自然に英語に触れられる環境にあります。

園からのメッセージ 
預かり保育では、年少から年長の園児が一緒に過ごしま

す。その異年齢の関わりの中で、子ども達は兄弟のように過
ごし、絆が深まっているように感じられます。
 たくさんのかかわりの中での子ども達の経験を大切にし、
心豊かに成長していけるように援助していきます。

開 園 年 月 昭和４９年３月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 ★親子交通安全教室

年長遠足 
10月 ★親子お楽しみ会 交通安全教室

年少遠足 年中遠足 

５月 ★花まつり 11月

６月 虫歯予防集会 ★ファミリー参観・
収穫体験遠足 

12月 ★発表会 給食センター見学 移動
動物園 餅つき会 

７月 七夕祭り会 ★盆踊り会 防犯教室
年長お泊り保育 

１月 相撲大会 ★習字参観

８月 ２月 節分豆まき会 お買い物ごっこ
年長お別れ遠足 

９月 ★運動会 ３月 ひな祭り会 お別れ会 ★卒園式
その他 避難訓練・水防訓練(年６回) 誕生会(年６回) ★未就園児対象イベント(年６回)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額) 

３歳児 従来型幼稚園
(無償化保育料
給付対象園) 

26,000 ※施設等利用給付(無償化給付)
で給付有(上限25,700 円/月) 
◆【３歳児】実質300円/月４・５歳児 25,000

給食費
主食費 ■必須 □選択 100/回

毎月 
全園児 

副食費 ■必須 □選択 220/回 全園児
冷暖房費 ■必須 □選択 500 毎月 全園児
教材費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児
保護者会費 ■必須 □選択 700 毎月 全園児
バス代 □必須 ■選択 3,500 毎月 利用者のみ
肝油代 ■必須 □選択 130 毎月 全園児
小冊子 ■必須 □選択 130 毎月 全園児
卒園積立金 ■必須 □選択 1,200 毎月 年長児のみ

預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450円/利用日数」分
の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数)

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

延長保育 
(プラス保育枠が
対象です)

朝 7:30～8:00 仕事での利用のみ無料(臨時は100/回)

夕
18:00～18:30 150/回(1,000/月)
18:00～19:00 300/回(2,000/月) 

プラス保育枠 
以外の場合 

朝 7:30～8:00 仕事での利用のみ無料(臨時は100/回)

夕

14:00～15:00 150/回( 1,800/月)
14:00～18:00 600/回( 8,000/月) 
14:00～18:30 750/回( 9,000/月) ※長期休暇
14:00～19:00 900/回(10,000/月)  は別設定

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人清浄院学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計３日) 
創立記念日・県民の日など(計２日) 
その他の休み(８月１４・１５日はお盆のため、１１
月１日は願書受付のため休園。卒園式は年少・年中
休園)(計３～４日)

登園自粛協力日 なし 

長期休業期

間中の休み 

・夏休み（２日間）
・冬休み（12/29～1/3 以外に０日間） 
・春休み（０日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 7:30～19:00 
土曜 なし 

給 食
平日：週４日(月～木は全員に提供。金は弁当)

長期休業期間：週５日(給食と弁当持参を選択)

入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 
項目 金額(円) 項目 金額(円)

入園料・教育
受入準備費

３年保育 75,000 ４歳児進級時 16,765
２年保育 75,000 ５歳児進級時 12,810

選考料 5,000 ※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

制服代 
女の子 約40,000
男の子 約40,000

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 19,850
２年保育 26,480

１年保育
購入するも
のによる 

幼稚園の特徴 
・仏教保育を基にした「明るく・正しく・仲よく」の情操
教育
・園地面積 2,000 坪（文部科学省が望む園地面積の6倍の広さがあります）
・保育にもっとも理想的な自然環境
（自然に囲まれ、多くの草花・樹木があり、ドングリ拾いもできます）

・運動会や盆踊りのできる広い園庭
・発表会や雨天体育のできる体育館
・少数精鋭の、のびのび教育実施
※詳しくは当園のホームページをご覧ください。

園からのメッセージ 
お子様の身体の成長には欠かせない、広くて自然豊かな環

境。そして、生きる上で最も大切な心（命の大切さ、思いや
り等）を育む仏教保育。みんなで協力して成し遂げる協調性
や忍耐力などが育まれる考え抜かれた行事。そして、何より
個性を重視し愛情たっぷりな教職員。
ぜひ、表情豊かな子どもたち、そして暖かい園の雰囲気を

確かめにご来園ください。お待ちしております！

清浄院
しょうじょういん

幼稚園（「プラス保育」基本型・定員５０名）

※従来型幼稚園の保育料は園ごとに異なりますが、施設等利用給付(無償化給付)で保育料に関する給付(25,700 円/月)があります。 
※新制度幼稚園・認定こども園(教育部分)の満３歳児～５歳児の利用者負担額（基本の保育料）は、０円です。 

萩原
は ぎ わ ら

第二
だ い に

幼稚園（「プラス保育」基本型・定員５０名）
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開 園 年 月 昭和４３年６月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 始業式 イースター 10 月 ★運動会 ★園外保育 

５月 ★園外保育 11 月 収穫感謝祭 

６月 花の日 12 月 ★クリスマス讃美礼拝 

７月 年長組特別保育 １月

８月 夏期保育 ２月 ★年長組親子一日保育 

９月  ３月 ★卒園お祝い会 終業式 ★卒園式 

その他 ★誕生日祝い（お子様の誕生月） 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児 従来型幼稚園
(無償化保育料
給付対象園)

26,000 ※施設等利用給付(無償化給付)
で給付有(上限25,700 円/月)

◆【３歳児】実質300 円/月４・５歳児 26,000

給食費（牛乳） ■必須 □選択 72/回 毎月 全園児
アレルギー対応有

保護者会費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児
バス代（片道） □必須 ■選択 150/回 毎月 利用者のみ
絵本代 ■必須 □選択 1,500 前後 毎月 全園児
園外保育積立 ■必須 □選択 500 4～10 月 全園児
預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450円/利用日数」分
の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数) 

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

プラス保育枠 
以外の場合

朝 200/回 

夕 100～200/回 

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人聖契学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計３日)
創立記念日・県民の日など(計１日) 
※第１・第３土曜日は開園しています。

登園自粛協力日
４月 １日（園内研修のため）

１２月２１日（クリスマス讃美礼拝のため）

長期休業期

間中の休み

・夏休み（０日間）
・冬休み（12/29～1/3 以外に１日間） 
・春休み（１日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 8:00～18:00 

土曜 なし 

給 食
平日：弁当持参 
長期休業期間：弁当持参

入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 
項目 金額(円) 項目 金額(円)

入園料・教育
受入準備費 

３年保育 72,000 ４歳児進級時 0 
２年保育 72,000 ５歳児進級時 0

選考料 5,000 ※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

制服代 
女の子 0
男の子 0

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 0
２年保育 0
１年保育 0

幼稚園の特徴 
社会生活の中で自分らしさを発揮し、のびのびとすご
せるようなカリキュラムを組んでいます。
あゆみ幼稚園では、一人ひとりの個性を大切に考え、
キリスト教精神に基づき、見た目はもちろん性格や得意
不得意も皆違う仲間をお互いに認め合う心を育み、また
楽しさの中でも約束ごとをしっかりと身につけていける
よう保育を行っています。詳細はホームページをご覧く
ださい。

園からのメッセージ 
同年齢の友だちとの交わりだけでなく、縦割り保育を通し

て年長児から年少児までが共に過ごすことで優しさや向上
心を育んでいます。足腰を鍛え、四季折々の自然に目を向け
興味関心を広げるため近隣公園への集団降園（希望制）や幼
児期に体力、決断力、注意力、勇気等を養うためのプールあ
そびを年間通して行い、子どもたちの笑顔が輝く幼稚園で
す。

開 園 年 月 平成３１年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式、★親子遠足、★個人面談 10月 ★運動会、芋掘り遠足、HW パーテ

ィ 

５月 端午の節句、★保育参観、避難訓練 11月 お店屋さんごっこ、★保育参観 

６月 歯科内科検診、★保育参観 12月 サッカー大会、★音楽発表会 

７月 七夕、★夏祭り １月 ★個人面談、かるた大会 

８月 夏期保育(自由登園・５日間) ２月 ★体育参観、★お遊戯会 

９月 ★引き取り訓練 ３月 ひな祭り、★卒園式 

その他 ★誕生日会(お子様の誕生月)、一日先生(任意参加) 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児 従来型幼稚園
(無償化保育料
給付対象園) 

28,000 ※施設等利用給付(無償化給付)
で給付有(上限25,700 円/月)
◆【３歳児】実質2,300 円/月４・５歳児 25,000

給食費 ■必須 □選択 4,950/月 毎月(8 月除く) 全園児 

冷暖房費 0
教材費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児
保護者会費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児
バス代 □必須 ■選択 5,000 毎月 利用者のみ
スポーツ強化費 ■必須 □選択 2,500 毎月 年中・年長

預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450円/利用日数」分
の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数)

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

プラス保育枠 
以外の場合

朝 13,000/月(夕の預かりを含む) 

夕 10,000/月、1,000/回(通常保育日)、2,000/回(半
日・長期休業日) 

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人松山学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計４日) 
創立記念日・県民の日など(計２日) 
その他の休み(１１月１日(出願日))

登園自粛協力日
4月 1日から入園式まで(新入園児のみ、
新年度準備のため)

長期休業期

間中の休み

・夏休み（５日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に１日間） 
・春休み（０日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 8:00～18:00 
土曜 なし 

給 食
平日：週５日（全員に提供） 
長期休業期間：週５日（給食と弁当持参を選択）

入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 
項目 金額(円) 項目 金額(円)

入園料・教育
受入準備費

３年保育 80,000 ４歳児進級時 10,000
２年保育 80,000 ５歳児進級時 10,000

選考料 5,000 ※入園時・進級時にかかる費用
は、予定のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

制服代 
女の子 50,000
男の子 50,000

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 15,000
２年保育 15,000
１年保育 15,000

幼稚園の特徴 
「四季を感じる保育」を教育理念とし、年間を通じた
様々な行事の中で、お子様の豊かな感性を育みます。
また、広い園庭や人工芝の運動場を活用した「わんぱ
く運動」や「自由遊び」、園内ファームを利用した「野菜
栽培」など、お子様の成長につながる様々な体験ができ
る幼稚園です。

園からのメッセージ 
「優しく思いやりのある子に」、「生活の決まりを守り、誰

とでも仲良く遊ぶ子に」、「自分で考え、積極的に活動する子
に」、「最後までやり抜く子に」を教育理念とし、日々の保育
活動に取り組んでいます。
ぜひ、見学等にお越しいただき、園の様子に触れてくださ

い。

あゆみ幼稚園（「プラス保育」基本型・定員１５名）

※従来型幼稚園の保育料は園ごとに異なりますが、施設等利用給付(無償化給付)で保育料に関する給付(25,700 円/月)があります。 
※新制度幼稚園・認定こども園(教育部分)の満３歳児～５歳児の利用者負担額（基本の保育料）は、０円です。 

レイクアスナロ幼稚園（「プラス保育」基本型・定員２０名）
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開 園 年 月 昭和５５年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園・進級式、保育参観 10月 ★運動会 

５月 ★親子遠足 11月

６月 ★親子スポーツDAY、園外保育 12月 ★作品展、クリスマス会 

７月 七夕集会、お泊り保育(年長) １月 もちつき大会 

８月 ★納涼大会、夏期保育 ２月 節分豆まき、★お楽しみこども会

９月 祖父母に感謝する集い(祖父母参

加)、★引き取り訓練 

３月 ひなまつり集会、★卒園式 

その他 ★誕生日会(お子様の誕生月) 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児
認定こども園 0 ※市が定めた利用者負担額 

４・５歳児

給食費
主食費 ■必須 □選択

100/回
1,500/月

毎月 全園児 

副食費 ■必須 □選択 250/回
4,500/月

毎月 全園児 

冷暖房費 □必須 □選択 0/年
教材費 □必須 □選択 0
保護者会費 □必須 □選択 0
バス代
(兄弟 2人目半額)

□必須 ■選択
4,000(往復)
2,000(片道)

毎月 利用者のみ 

施設設備費 ■必須 □選択 20,000 年 2回に分けて 全園児

特別教育費 ■必須 □選択
3,000 毎月 ３歳児
3,500 毎月 ４歳児
4,000 毎月 ５歳児

行事費 ■必須 □選択 実費 都度請求 全園児

預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450円/利用日数」分
の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数)

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付の
預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

延長保育 
(プラス保育枠が
対象です)

朝 7:30～ 8:00 250/回

夕 18:00～18:30 250/回 

プラス保育枠 
以外の場合 

8:00～ 9:00 200/時間
8:00～18:00 200/時間(長期休業期間) 
14:00～18:00 200/時間(１日保育) 
11:00～18:00 200/時間(半日保育) 

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人菊地学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計０日) 
創立記念日・県民の日など(計０日) 

登園自粛協力日

4 月 15 日(創立記念日)、11 月 14 日(県民の
日)、4月 1日～入園式まで(新年度準備)、行
事等における休日振替等、8 月 13 日～8 月 15
日付近の 1週間(お盆期間)、11 月 1 日(1 号入
園面接)、卒園式

長期休業期

間中の休み

・夏休み（０日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に０日間） 
・春休み（０日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 7:30～18:30 
土曜 7:30～18:30 

給 食 週６日（全員に提供） 
入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 

項目 金額(円) 項目 金額(円)

入園料・教育
受入準備費 

３年保育 60,000 ４歳児進級時 約 3,000 
２年保育 60,000 ５歳児進級時 約 3,000
１年保育 60,000

※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

検定料 5,000

制服代 
(体操着、鞄含む)

女の子 約37,000
男の子 約37,000

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 約 10,000
２年保育 約 10,000
１年保育 約 10,000

幼稚園の特徴 
平成３０年にこども園へ移行し、新園舎に生まれ変わ
りました。冷暖房・セキュリティ完備、また就学後に必要
となるタブレットでの活動を取り入れるなど独自の教育
プログラムを導入しています。幼稚園時代から変わらな
い全面砂場の園庭など、子どもたちが思い切り学び、遊
び込める環境があります。

園からのメッセージ 
卒園までの間に「自ら考え行動する力」を身に着けていけ

るよう、体育指導や音楽表現を始めとした６つの教育プログ
ラムを実施しています。１日の生活の中で、様々な活動・体
験からたくさんの経験とチカラが育まれます。子ども同士の
育ち合いを大切にした新しいこども園！ぜひ遊びに来てく
ださいね！

開 園 年 月 昭和４１年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★始業式、★入園式 10 月 ★運動会、収穫体験(さつまいも・大根)
５月 ★保育参観 11 月 ★保育参観
６月 移動動物園、収穫体験(ミニト

マト・ジャガイモ) 
12 月 ★発表会、おもちつき

７月 林間保育、夕涼み会 １月 ★作品展
８月 夏季保育 ２月 豆まき、★保育参観、なわとび大会
９月 ★引渡訓練、敬老の集い ３月 お別れ遠足(年長)、★卒園式、★修了式
その他 ★誕生会（お子さんの誕生月） ★１日先生体験（年1回、希望者）

★教育相談（学期に一度、希望者） 

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児
認定こども園 0 ※市が定めた利用者負担額

４・５歳児

給食費
主食費 ■必須 □選択 1,320/月 毎月 全園児
副食費 ■必須 □選択 4,180/月 毎月 全園児

冷暖房費 □必須 □選択 0/年
保護者会費 ■必須 □選択 700 毎月 全園児
バス代 □必須 ■選択 4,000 毎月 利用者のみ
林間保育代 ■必須 □選択 約12,000 ７月 ５歳児
遠足代 ■必須 □選択 実費 都度 ３歳児以上
卒園準備金 ■必須 □選択 900 毎月 ５歳児
写真代 □必須 ■選択 実費 都度 全園児
特別教育費 ■必須 □選択 3,000 毎月 ３歳児以上

預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450円/利用日数」分
の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数)

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

延長保育 
(プラス保育枠が
対象です)

朝 7:00～8:00 250/30 分

夕 18:00～19:00 250/30 分 

プラス保育枠 
以外の場合 

朝 7:00～ 8:30 250/30 分

夕
14:00～18:00 300/時間
18:00～19:00 250/30 分 

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人梅香学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計０日) 
創立記念日・県民の日など(計２日) 

登園自粛協力日
4 月 1 日から入園式まで(新入園児のみ)
8 月 13 日～15 日付近の一週間(お盆期間)

長期休業期

間中の休み 

・夏休み（０日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に０日間） 
・春休み（０日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 7:00～19:00 
土曜 8:00～17:00 

給 食 週５日（全員に提供）※土曜日は弁当持参

長期休業期間：週５日(給食と弁当持参を選択)

入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 
項目 金額(円) 項目 金額(円)

入園料・教育
受入準備費

３年保育 70,000 ４歳児進級時 約 7,000
２年保育 70,000 ５歳児進級時 約 7,000
１年保育 70,000

※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

検定料 5,000

制服代 
(体操着、鞄含む)

女の子 約40,000
男の子 約40,000

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 約 23,000
２年保育 約 23,000
１年保育 約 23,000

幼稚園の特徴 
「元気で明るい子」、「仲良く遊ぶ子」、「考える子」の３
つの教育方針を軸に、「ほめて育てる」保育でお子様一人
ひとりの長所を伸ばす保育を行っています。子どもたち
は製作、音楽、ちえの実（保育教材）など、様々な遊びか
ら人として大切なことを学んでいきます。専任講師によ
る体操指導・英語教育も行っています。

園からのメッセージ 
1966 年に私立幼稚園として創立し、2019 年４月から幼保

連携型認定こども園となりました。
北越谷駅から徒歩７分、閑静な住宅街の中にありますが、

収穫体験や園外散歩、園内でのプランター栽培など、子ども
たちが様々な自然体験ができるよう、食育にも力を入れてい
ます。季節感があり、アレルギーにも配慮した自園給食も大
人気です。

※従来型幼稚園の保育料は園ごとに異なりますが、施設等利用給付(無償化給付)で保育料に関する給付(25,700 円/月)があります。
※新制度幼稚園・認定こども園(教育部分)の満３歳児～５歳児の利用者負担額（基本の保育料）は、０円です。 

認定こども園しらこばと幼稚園（１号、「プラス保育」機能強化型・定員２０名） 「２号・３号」は２４ページ

認定こども園北越谷
き た こ し が や

幼稚園（１号、「プラス保育」機能強化型・定員２１名） 「２号・３号」は２５ページ
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開 園 年 月 昭和５６年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式・進級式 10月 ★運動会 芋ほり ★収穫祭
５月 ★遠足(3 歳児以上) 健康診断 11月 総合避難訓練 観劇会 健康診断
６月 ★個人面談 歯科検診 12月 もちつき大会
７月 わくわくキャンプ(5歳児) １月 かるた大会 ウォーキング大会
８月 納涼祭(地域4・5歳児) ２月 ★発表会 豆まき 記念撮影
９月 ３月 ひなまつり お別れ遠足

★卒園式 修了式 
その他 誕生日会（毎月）

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児
認定こども園 0 ※市が定めた利用者負担額 

４・５歳児

給食費
主食費 ■必須 □選択 800/月 毎月 全園児

副食費 ■必須 □選択 4,500/月 毎月 全園児 
冷暖房費、教材費、
保護者会費、バス代

□必須 □選択 0/年

通園バッグ ■必須 □選択 3,400 入園時 ３歳児以上
体操着上下 ■必須 □選択 4,985 入園時 ３歳児以上
縄跳び ■必須 □選択 440 入園時 ３歳児以上
カラー帽子 ■必須 □選択 1,155 入園時 全園児
名札 ■必須 □選択 136 入園時 全園児
保護者証２セット ■必須 □選択 354 入園時 全園児
ピアニカホース □必須 ■選択 440 入園時 ３歳児以上
自由画帳 □必須 ■選択 357 2 冊目以降 ３歳児以上
写真代 □必須 ■選択 60 毎月 全園児
遠足保護者バス代 ■必須 □選択 3,000 年１回 ３歳児以上
英語講師料 □必須 ■選択 1,200 毎月 ３歳児以上
英語(少人数) □必須 ■選択 6,800 毎月 ３歳児以上
英語教材費 □必須 ■選択 12,000 年１回 ３歳児以上
卒園アルバム □必須 ■選択 8,000 年１回 ５歳児
カードキー □必須 ■選択 150 紛失時 全園児
口座振替手数料 ■必須 □選択 97 毎月 全園児

預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450円/利用日数」分
の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数) 

保育料 450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

延長保育 なし
プラス保育枠
以外の場合 なし 

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 社会福祉法人弥十郎愛育会 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計０日) 
創立記念日・県民の日など(計０日) 
その他の休み(なし)

登園自粛協力日
8月 13日～15 日付近の１週間(お盆期間)
3 月 31 日(新年度準備)、５歳児：3 月 28
日～31日(卒園を区切りとしているため)

長期休業期

間中の休み

・夏休み（０日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に０日間） 
・春休み（０日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 7:30～18:30 
土曜 7:30～18:30 

給 食 週６日（全員に提供） 
入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 

項目 金額(円) 項目 金額(円)

入園料・教育
受入準備費 

３年保育 0 ４歳児進級時 0 
２年保育 0 ５歳児進級時 0
１年保育 0

※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

選考料 0

制服代 
女の子 0
男の子 0

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 0
２年保育 0
１年保育 0

幼稚園の特徴 
新園舎が完成し新しい生活がスタートしました。「自主
性・創造力・自己肯定」を目標に、広い芝生の園庭や畑、
ダイニングルームにアトリエ、恵まれた環境を活かし、
子ども達は主体性をもって遊び、学びを深めます。スイ
ミングやマット運動で身体づくりにも力を入れていま
す。地域の方々に温かい目で見守られる園です。

園からのメッセージ 
令和２年度から、保育園から幼保連携型認定こども園へ移

行しました。お仕事の有無にかかわらず利用できるようにな
りました。異年齢児との交流を大切にし、兄弟のように過ご
す温かい雰囲気の園です。子育て支援として園庭や室内遊び
スペースを開放しています。ぜひ遊びにいらしてください。

開 園 年 月 昭和４９年４月 主な年間行事（★は保護者参加型行事、 は土日実施） 
４月 ★入園式 ★進級式 ★個人面談 10 月 ★運動会 お楽しみ保育(年長)
５月 ★保育参観 11 月 ★英語参観、おいも掘り(年長)
６月 ★体操参観 どろんこ遊び 水遊び 12 月 ★引取り訓練 ★発表会 おもちつき
７月 七夕祭り ★保育参観 水遊び １月 ★フリーデー(縁日)

８月 ２月 節分 ★個人面談
９月 ★美術参観 ３月 ひな祭り お別れ遠足(年長)お別れ

会 ★保育参観 ★卒園式 
その他 誕生会(毎月） 避難訓練(毎月)

※現時点での予定のため変更となる可能性があります

毎月かかる費用(R4)
項目 必須・選択 金額(円) 徴収時期 対象クラス

保育料
(月額)

３歳児
認定こども園 0 ※市が定めた利用者負担額 

４・５歳児

給食費
主食費 ■必須 □選択

68/回
600/月

毎月(学期
末で精算) 

全園児 

副食費 ■必須 □選択
272/回

2,400/月
毎月(学期
末で精算) 全園児 

冷暖房費 □必須 □選択 0
教材費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児
バス代(交通協力
費) 

□必須 ■選択 3,500(往復)
1,750(片道)

毎月 利用者のみ 

施設設備費 ■必須 □選択 1,000 毎月 全園児
特別教育費 ■必須 □選択 2,000 毎月 全園児
月刊誌 ■必須 □選択 400～450 毎月 全園児
卒園積立金 ■必須 □選択 700 毎月 年中・年長
保険代 ■必須 □選択 250 年１回 全園児
行事費 ■必須 □選択 実費 都度 全園児

預かり保育料
(プラス保育枠以外で
も、新２号認定の場
合、預かり保育料に
「450円/利用日数」分
の給付があります)

プラス保育枠の場合 自己負担0
(450×利用日数) 

保育料450×利用日数について、施設等利用給付
の預かり保育給付(450×利用日数)で相殺する

延長保育 
(プラス保育枠が
対象です)

朝 7:30～ 8:00 200/30 分

夕
18:00～19:00 200/30 分
(土曜日は16時以降200/30 分) 

プラス保育枠
以外の場合 

朝 8:00～ 8:30 100/回
夕 240/時間

※毎月かかる費用は令和４年度のものです。令和５年度以降の料金は変更の可能性があります。

運 営 学校法人林西寺学園 

平日休園日
(長期休業中以外)

行事等における休日振替(計２日) 
創立記念日・県民の日など(計２日) 
その他の休み(入園式、卒園式、お別れ遠足は
年少・年中休園)(計２～３日) 

登園自粛協力日
４月１日～入園式まで(新入園児のみ)、８月１１～
１５日(お盆のため)、１月４日～５日(年始のため)

長期休業期

間中の休み 

・夏休み（０日間） 
・冬休み（12/29～1/3 以外に０日間） 
・春休み（０日間） 

開 園 時 間
(プラス保育対象者)

平日 8:00～19:00 
土曜 8:00～17:00 

給 食

平日：週５日(週３日は全員に提供。週２日は給食
と弁当持参を選択) ※土曜日は弁当持参
長期休業期間：週５日(給食と弁当持参を選択。

給食センター休業のため提供できない日あり)

入園時にかかる費用(R4)     進級時にかかる費用(R4) 
項目 金額(円) 項目 金額(円)

入園料・教育
受入準備費

３年保育 50,000 ４歳児進級時 5,155
２年保育 50,000 ５歳児進級時 5,437

選考料 5,000 ※入園時・進級時にかかる費用
は令和４年度のものです。 
令和５年度以降の料金は変 
更となる可能性があります。

(10 月 15 日から各園で配布する
入園案内でご確認ください)

制服代 
女の子 38,750
男の子 36,000

上記以外に
かかる費用
(用品代等)

３年保育 14,309
２年保育 16,870
１年保育 購入す る物 によ る

幼稚園の特徴 
当園はあふれる程の豊かな自然に恵まれています。こ
の自然に触れることによって園児たちの大きな可能性を
引きだし、夢や創造性を培い、様々な体験を通して、豊か
な感性を育むことを目標としています。また、専任講師
による体育指導・英会話レッスン・美術指導を行ってい
ます。

園からのメッセージ 
子育て支援活動として、毎週火・木曜日ことりクラブ（２・

３歳児未就園児）、毎週火・木曜日園庭開放、水曜日プチサロ
ン（０・１歳児親子）、金曜日コアラクラブ（２歳児親子）を
行っています。園行事やプチサロン・コアラクラブの詳細は
園のホームページにて御覧いただけます。ぜひ一度遊びにい
らしてください。

しらとりこども園（１号、「プラス保育」機能強化型・定員１５名） 「２号・３号」は２５ページ

認定こども園まどか幼稚園（１号、「プラス保育」機能強化型・定員３０名） 「２号・３号」は２６ページ

※従来型幼稚園の保育料は園ごとに異なりますが、施設等利用給付(無償化給付)で保育料に関する給付(25,700 円/月)があります。 
※新制度幼稚園・認定こども園(教育部分)の満３歳児～５歳児の利用者負担額（基本の保育料）は、０円です。 
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保育施設・幼稚園等のご案内

保育施設（公立保育所・私立保育園・認定こども

園(保育部分)・地域型保育）や幼稚園等（幼稚園・

認定こども園(教育部分)）の利用申込手続や必要書

類、保育サービスの紹介が書かれています。保育施

設選びをする人は必ずチェックしてください。

幼児教育・保育の無償化

「幼児教育・保育の無償化」について、制度の内容

や手続等をまとめたリーフレット。 

施設類型ごとに、「従来型幼稚園用」、「新制度幼稚

園用」、「認定こども園用」、「認可外保育施設等用」の

４種類があります。

特別支援保育入所申込みのしおり

冊子「保育施設・幼稚園等のご案内」で紹介して

いる「特別支援保育」のことをより詳しく紹介。希

望なさる場合は、必ずお読みください。

こしがや「プラス保育」幼稚園

 越谷市オリジナルの「こしがや「プラス保育」幼稚

園事業」の概要をまとめたリーフレット。３歳児以上

の選択肢に、ご覧ください。

関連冊子の紹介 | 
この冊子のほかにも、教育・保育施設に関するものがありますので、併せ
てお読みください。 
市役所や施設で配布しているほか、越谷市ホームページに掲載しています。
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大沢第一保育所07

蒲生保育所01

大袋保育所 02

大相模保育所03

桜井保育所05

増林保育所06中央保育所08

深田保育所 09

七左保育所10

荻島保育所12

赤山保育所 13

蒲生南保育所 14

新方保育所15

大袋北保育所16

宮本保育所17

登戸保育所18

赤山第二保育所19

蒲生第三保育所20

おおたけ保育園54

越ヶ谷保育園52

の～びる保育園55

袋山保育園57

第二越谷保育園58

わかばの森保育園59

南越谷保育園60

越谷ﾚｲｸﾀｳﾝさくら保育園63
松沢保育園64

65

越谷どろんこ保育園(平方)67

68

あぜがみりんご保育園69
埼玉東萌保育園39

第二おおたけ保育園41

ﾚｲｸﾀｳﾝどろんこ保育園40

西大袋保育園 42

つぐみ保育園分園43

みずべこどもの家保育園45

東大沢保育園44

にじの駅保育園46

つぐみ保育園47

ｴﾝｼﾞｪﾙﾊｳｽ保育園48

49

認定こども園34

しらとりこども園56

認定こども園北越谷幼稚園35

こばとの里こども園32

わかばの森ナーサリー30

認定こども園小牧62

第二愛隣こども園31

越谷さくらの森33

認定こども園まどか幼稚園61

越谷教会附属越谷幼稚園 

萩原第一幼稚園
照蓮院さくら幼稚園 

越谷わかば幼稚園

愛隣幼稚園 

越谷くるみ幼稚園

ぶどうぞの幼稚園 

精華幼稚園 

あやの幼稚園 

大沢幼稚園 

大袋わかば幼稚園 

アスナロ幼稚園

大袋幼稚園

南越谷幼稚園 

松沢幼稚園

萩原第二幼稚園 

さなえ幼稚園

清浄院幼稚園 

あゆみ幼稚園 

レイクアスナロ幼稚園 

(2001)よつば保育室

(3041)

(3036)

(3025)

(3015)

(3020)

(3008) (3055)大袋保育室ポコ・ア・ポコ

(3012)kidsぷれいすバンビーノ

(3005)エンゼルキッズ

(4006)すくすくキッズけいわ

(3016)apple tree

(3002)きらら・キッズおおぶくろ

(4002)kidsあいあい
(3024)こうさぎ園弥十郎の森

(3017)北越谷ひまわり園

(3045)

(3019)

(4003)あおぞらたっち保育園

(3057)

(3047)はなたどんぐり保育園

(3006)赤ちゃん保育アカデミー

(3046)アルタベビー東越谷園

(3001)みらいほいくえん越谷園

(3011)ふぇありぃ保育園東越谷園

(3030)

(3023)

(3010)

(3007)ファニー保育園

(3039)アルタベビー越谷園

(3018)こうさぎ園ひがしの森
(3028)こうさぎ園となりの森

(3056)アルタベビー越谷西口園

(2002)三和乳児園

(2003)鈴木家庭保育室(※R4休園予定) 

(3048)西方保育室ポコ・ア・ポコ
(3038)しおどめ保育園越谷

(3004)

(3003)ひだまり保育園

(3053)ぽかぽか保育園

(3022)蒲生保育室ポコ・ア・ポコ

(3032)

(3014)

(3026)

(3013)ふぇありぃ保育園蒲生園

(3009)ふぇありぃ保育園南越谷園

(3033)蒲生ちゃいるど園

(3050)

(3037)モンクール.保育園蒲生園 (4004)あいりんのおうち

(3049)

(3027)

(3040)エンジェルハウスﾚｲｸﾀｳﾝ園

(3035)ﾚｲｸﾀｳﾝひまわり園

(3052)ﾚｲｸﾀｳﾝフルール園

(3042)うららか保育園 

(3051)

(3029)ﾚｲｸﾀｳﾝひなた保育園
(3031)

(3034)

(4005)

(3043)

(3044)

(3054)

しらこばと水上公園

しらこばと運動公園
梅林公園

ｷｬﾝﾍ゙ ﾙﾀｳﾝ公園

健康福祉村

出羽公園

市役所

児童館コスモス

北体育館

北部市民会館

キャンベルタウン野鳥の森

市立病院
保健所・保健センター

総合体育館

リユース

ミラクル

児童館ヒマワリ

越谷ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

北越谷病児保育室

北越谷保育ｽﾃｰｼｮﾝST

ST

ST

※プラス保育幼稚園も実施

※プラス保育幼稚園も実施

※プラス保育幼稚園も実施

※プラス保育幼稚園も実施

※教育部分なし 

※ﾚｲｸﾀｳﾝ病児保育室併設 

国道４６３号バイパス 

ＪＲ武蔵野線 

東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン

県
道
足
立
越
谷
線

大沢第一・中央保育所建替え地(R6.4予定) 

※R6.4移転予定 

※R6.4移転予定 

綾 瀬 川

越谷市内の 
教育・保育施設

令和４年(2022年)９月現在 

保 育 施 設 の

利 用 申 込 で

希望できる施設

( 市 に 申 込 )

各 園 に 直 接

申 込 す る

施 設

公立保育所 

私立保育園 

地域型保育(０～２歳児)

保育部分(市に申込)

認定こども園
教育部分(園に申込)

幼 稚 園 

「プラス保育」幼稚園

北(春日部方面) 

南(草加・東京方面) 

東 
(吉川・松伏方面) 

西
(さいたま市・川口市方面)

※施設名の左側の数字は「施設コード」です。 

 保育施設の利用調整を申し込む際、できる限り記入してください。 

(3058)しらこばと附属保育園北越谷駅前

(3059)みらいほいくえん北越谷東口園


