
　保育園は、保護者が仕事や病気などの理由で昼間保育ができない場合、その保護者にかわって児童を保育する児童福祉施設で
す。
公立保育所（園）

保育園名 所在地 対象年齢 電話番号
鶴ヶ島保育所 脚折1922-23 満6か月の月の翌月から 049-286-0551
鶴ヶ島東部保育所 鶴ヶ丘306-2 4歳児・5歳児クラス〔平成30年度〕 049-285-1439
富士見保育所 富士見4-26-1 満6か月の月の翌月から 049-285-6648
川鶴保育園 川越市川鶴2-12-2 満8か月の月の翌月から 049-233-3017

保育園名 所在地 対象年齢 電話番号
あたご保育園 新町4-9-3 満6か月の月の翌月から 049-286-3860
さかえ保育園 藤金106-1 満8か月の月の翌月から 049-286-2065
はちの巣保育園 藤金848-36 産後8週を経過した翌月から 049-285-6693
菜の花保育園 太田ヶ谷142-2 満6か月の月の翌月から 049-287-8981
笹久保さくら保育園 下新田532-1 満6か月の月の翌月から 049-272-3211
いちご保育園

（鶴ヶ島めぐみ幼稚園内） 脚折町3-24-4 満1歳の誕生月の翌月から2歳児まで 049-286-1695

第二はちの巣保育園 太田ヶ谷609-7 産後8週を経過した日の翌月から 049-286-1110
かこのこ保育園 五味ヶ谷179-1 満6か月の月の翌月から 049-279-0505
鶴ヶ島みどり保育園 上広谷537-1 満3か月の月の翌月から 049-287-4600

保育園名 所在地 対象年齢 電話番号
つるがしま白百合幼稚園 下新田388 満6か月の翌月から 049-285-1020

保育園

社会福祉法人立の保育園

認定こども園

保育園・幼稚園について こども支援課　保育担当
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保育施設名 所在地 対象年齢 電話番号
鶴ヶ島いろどり保育室 鶴ヶ丘849-2 満8か月の月の翌月から2歳児まで 049-298-7234
ベビーかろーれ 上広谷723-9 満3か月の月の翌月から2歳児まで 049-227-9172
つるの子保育園 藤金67-30 満6か月の月の翌月から2歳児まで 049-236-3807

保育施設名 所在地 対象年齢 電話番号
病児保育室トゥインクル 五味ヶ谷230-7 6か月から小学6年生まで 049-279-2983

　幼稚園は、幼児の健やかな成長のために幼児を保育しつつ、教育の基礎を身につけさせることを目的とした教育施設です。
※市には私立幼稚園が5園と認定こども園が1園あります。公立の幼稚園はありません。

幼稚園名 所在地 対象年齢 電話番号
つくし幼稚園 太田ヶ谷640-3

満3歳から

049-286-0440
武蔵野幼稚園 上広谷30 049-285-2267
鶴ヶ島めぐみ幼稚園 脚折町3-24-4 049-286-1150
かみひろや幼稚園 上広谷583-2 049-286-4518
若葉台幼稚園 富士見2-9-14 049-285-4351
認定こども園つるがしま白百合幼稚園（幼稚園部） 下新田388 049-285-1020

小規模保育施設
　小規模保育施設は定員6～19人の許可保育施設です。

病児保育施設
　病児保育施設は、病気の子どもが保育所などでの集団保育が困難なとき、一時的に保育を行う施設です。

幼稚園

預かり保育について
　保護者の仕事などのため、家庭で保育できない在園児を対象に、幼稚園教育時間の前後や夏休みなどにお子さんをお預かりす
る「預かり保育」を実施しています。詳しい内容につきましては、各幼稚園に直接お問い合わせください。
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　中学校修了前（15歳に達する日以降の3月31日まで）のお
子さんを養育している方に支給される手当です。申請のあっ
た翌月分から支給され、さかのぼっての請求はできません。出
生・転入の翌日から15日以内に申請をしてください。※公務
員の方は勤務先で申請してください。
支給額（月額）
●所得制限未満　0歳～3歳未満（一律）  1万5000円
　　　　　　　　3歳～小学生以下（第1子、第2子）  1万円
　　　　　　　　3歳～小学生以下（第3子以降） 1万5000円
　　　　　　　　中学生（一律）  1万円
●所得制限以上　一律　5000円

児童手当

児童扶養手当

父母の離婚、死亡などによって父または
母がいない家庭や、父または母に一定以
上の障害がある場合、あるいは父母に代
わって児童を養育している方に支給さ
れます。支給額は、申請者または扶養義
務者の所得により異なります。

ひとり親家庭等医
療費助成事業

病気やけがで医療機関にかかった場合、
その医療費の一部を支給します（所得制
限があります）。

埼玉県母子及び父
子並びに寡婦福祉
資金貸付制度

経済的自立や扶養している子どもの福
祉増進のために必要な資金をお貸しし
ます。貸付審査は埼玉県が行います。

ひとり親家庭児童
就学支度金

子どもの入学準備に必要な費用の一部
を助成します。
対象： 中学校に入学予定の児童を養育し

ている、市民税非課税世帯の母子・
父子家庭（生活保護受給世帯を除
く）

自立支援教育訓練
給付金

指定講座を受講し終了した場合、受講料
の一部（上限20万円）を支給します。必
ず事前相談が必要です。

高等職業訓練促進
給付金支給事業

看護師などの資格を取得するために訓
練促進費を支給します。必ず入学前に相
談が必要です。
市民税非課税世帯：月額10万円
市民税課税世帯：月額7万500円

JR通勤定期乗車券
の割引制度

児童扶養手当を支給している世帯の方
がJRで通勤している場合は、通勤定期乗
車券が3割引で買える制度です（学割な
どの他の割引とは併用できません）。

ひとり親家庭支援

　中学校修了前（15歳に達する日以降の3月31日まで）のお
子さんが病気やけがで保険診療を受けたときの自己負担分を
助成する制度です。出生の翌日から15日以内に申請をしてく
ださい。

こども医療費助成金

　埼玉県では、子育て家庭を応援するため、協賛店舗で優待を
受けられる「パパ・ママ応援ショップ優待カード」を配布してい
ます。市では下記の場所で配布していますのでご利用くださ
い。
対　　象  18歳に達して最初の3月31日を迎えるまでの子

や、妊娠中の方がいる世帯
配布場所  優待カードは、こども支援課、児童館、若葉駅前出

張所で配布しています。また、母子手帳交付、乳幼
児健診、新生児訪問の際にも配布します。

使用方法  協賛店舗などに優待カードを提示すると各店舗な
どの優待が受けられます。県内全域、県外一部の協
賛店のほか、全国の「ソダテ」マークのある協賛店
で使用できます。

パパ・ママ応援ショップ

子育て支援について こども支援課　子育て支援担当
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転入の場合
　市役所市民課で転入手続を済ませ、学校教育課で「転入学通
知書」を受け取ります。その後、転入前の学校から交付された
「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」を指定された学校へ
提出してください。
転出の場合
　在籍している学校に転出する旨の連絡をし、市役所市民課
で転出手続を済ませ、学校教育課で「転出学通知書」を受け取
ります。その後、在籍中の学校から、「在学証明書」、「教科用図
書給与証明書」を受け取り、転出先の学校へ提出してくださ
い。
市内転居の場合
　市役所市民課で転居手続を済ませ、学校教育課で「転出学通
知書」、「転入学通知書」を受け取ります。その後、在籍中の学校
から「在学証明書」、「教科用図書給与証明書」を受け取り、指定
された学校へ提出してください。

転校するとき

　小学校へ新入学するお子さんを対象として、9月上旬に就
学時健康診断通知書、1月中旬には小学校入学通知書を送付
します。また、1月下旬から2月上旬までに各小学校で入学説
明会を行います。
　中学校へ入学するお子さん（小学校6年生）を対象として、
1月中旬に在籍小学校を通して中学校入学通知書を配布しま
す。また、1月下旬から2月中旬までに各中学校で入学説明会
を行います。
　なお、通知書が届かないとき、記載内容に誤りがあったと
き、国立・私立学校などに入学するとき、転出または転居の予
定がある場合はご連絡ください。

入学するとき

学校教育について
学校教育課　学務担当

　公立小・中学校に児童生徒を就学させている家庭で、経済的
理由により学校での学習に必要な費用の支払いにお困りの保
護者に、学用品費や給食費などの一部を援助しています。

就学援助制度

　在住で高校や大学などに進学を希望している人の保護者
で、入学資金にお困りの人に入学準備金を無利子でお貸しし
ています。なお、貸付は、世帯の所得などを参考に審査のうえ、
決定します。
※ 市税を滞納していないことと、1年以上市内に居住してい
る連帯保証人1人が必要です

貸付金額 高校などは20万円以内・大学などは30万円以内
返済方法  貸付け後6月据置き後、高校などは月賦による30

回払い、大学などは42回払い

入学準備金貸付制度

　市内には4つの児童館があります。0歳から18歳未満まで
の児童と保護者の方が、自由に利用できる施設です。赤ちゃん
から参加できるイベントやおもちゃもあります。

児童館名 所在地 休館日 電話番号
脚折児童館 脚折2171-1 日・月曜日、祝日 049-287-0270
上広谷児童館 上広谷651-3 火曜日 049-287-1732
大橋児童館 太田ヶ谷883 火曜日 049-286-0007
西児童館 新町4-17-8 火曜日 049-285-7048

　つどいの広場は、主に乳幼児（0歳～3歳）の親子が気軽に集
まって交流できる場です。
　育児相談、子育て情報の提供、子育て講演会なども実施して
います。

施設名 場所 電話番号
鶴ヶ島子育てセンター 鶴ヶ島保育所内 049-286-7201
かこのこ子育てセンター

「みけ＆みに」 かこのこ保育園内 049-279-0505

上広谷児童館つどいの広場 上広谷児童館 049-287-1732

第二はちの巣子育てセンター 第二はちの巣
保育園内 049-286-1110

鶴ヶ島西つどいの広場
「ぽけっと」

西市民センター
隣接 049-271-8611

※ 詳しくは、市のホームページや鶴ヶ島子育てセンター情報
誌「かるがも」などをご覧ください。

　小学校に就学している、放課後に保護者のいない家庭の児
童をお預かりします。

施設名 所在地 電話番号
どんぐりクラブ（鶴ヶ島第二小学校区）鶴ヶ丘356-2 049-286-6964
ありんこクラブ（杉下小学校区）五味ヶ谷251-8 049-286-2004
第2ありんこクラブ（杉下小学校区） 藤金848-31 049-299-8801
ひまわりクラブA（新町小学校区）新町4-17-8 049-285-2936
ひまわりクラブB（新町小学校区） 新町4-18 049-285-2936
ひまわりクラブC（新町小学校区） 中新田343 049-286-1773
なかよしクラブ（鶴ヶ島第一小学校区）脚折1555 049-285-3953
つくしんぼクラブ（藤小学校区）藤金380-3 049-286-3654
第二つくしんぼクラブ（藤小学校区） 藤金330-1 049-287-6026
つばきやまクラブ（栄小学校区）五味ヶ谷407-1 049-286-4496
もみじやまクラブ（栄小学校区）五味ヶ谷457-2 049-286-2020
はちまんクラブ（長久保小学校区）脚折町1-17-38 049-286-3532
たんていクラブ（南小学校区）太田ヶ谷884 049-287-4584

放課後児童クラブ（学童保育）

児童館

つどいの広場
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