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令和2年度  保育所(園)・幼稚園などの
入所受付が始まります

必要書類　①支給認定申請書②就労証明書または保育が必
要なことを証明する書類③生育歴と体質調査
書類配布場所　10月1日からこども支援課窓口で配布、ま
たは市ホームページからダウンロードもできます。
※　ご家庭の状況によっては、この他に必要な書類がある
場合があります。「入所のしおり」をご覧ください。
利用調整　提出された書類をもとに、保育の必要性を数値
化して数値の高い順に入所決定します。希望されたすべて
の保育施設の調整を行いますが、定員超過により受け入れ
ができず、入所保留となる場合もあります。
その他　市外の保育所(園)を希望する場合は、希望保育所 
(園)のある市町村に締切日などを確認し、締切日より10日程
度余裕を持って、当市こども支援課に申し込んでください。

願書配布　10月15日(火)から各幼稚園で
願書受付　11月 1日(金)から各幼稚園で

受付期間　11月14日(木)〜11月30日(土)(23、24日を除く)

日にち 時　間 場　所
(平日)
11月14・15、18〜20日 9時〜12時

13時〜17時

市役所1階102会議室

(平日)
11月21・22、25〜29日  こども支援課窓口

(土・日曜日)
11月16・17・30日 8時30分〜12時  こども支援課窓口

保育施設 対　象

小
規
模

鶴ヶ島いろどり保育室 
鶴ヶ丘849-2 ☎298・7234

令和元年8月1日前に
出生した児童

ベビーかろーれ 
上広谷654-5 ☎227・9172

令和2年1月1日前に
出生した児童

つるの子保育園 
藤金67-30 ☎236・3807

令和元年10月1日前に
出生した児童

事
業
所
内

メルヘン保育園 
脚折136-1 ☎271・2559

令和元年10月1日前に
出生した児童

市内保育所(園)一覧
保育所(園) 対　象

公

　立

鶴ヶ島保育所 
脚折1922-23 ☎286・0551 令和元年10月1日前に

出生した児童富士見保育所 
富士見4-26-1 ☎285･6648
川鶴保育園 
川越市川鶴2-12-2 ☎233・3017

令和元年8月1日前に
出生した児童

私

　立

あたご保育園 
新町4-9-3 ☎286・3860

令和元年10月1日前に
出生した児童

さかえ保育園 
藤金106-1 ☎286・2065

令和元年8月1日前に
出生した児童

はちの巣保育園  
藤金848-36 ☎285・6693

令和2年2月4日前に
出生した児童

菜の花保育園 
太田ヶ谷142-2 ☎287・8981

令和元年10月1日前に
出生した児童

笹久保さくら保育園
下新田532-1 ☎272・3211

令和元年10月1日前に
出生した児童

いちご保育園 
脚折町3-24-4 ☎286・1695

平成31年4月1日前に
出生した児童

第二はちの巣保育園
太田ヶ谷609-7 ☎286・1110

令和2年2月4日前に
出生した児童

かこのこ保育園 
五味ヶ谷179-1 ☎279・0505

令和元年10月1日前に
出生した児童

鶴ヶ島みどり保育園 
上広谷537-1 ☎287・4600

令和元年10月1日前に
出生した児童

かもめ保育園 
藤金108-5 ☎277・3075

令和元年8月1日前に
出生した児童

認
定
こ
ど
も
園

認定こども園つるがしま
白百合幼稚園(保育園部分)
下新田388 ☎285・1020

令 和 元 年10月1日 前 に
出生した児童 ※ 0〜5
歳児クラスの保育部分
利用申込のみ

市内幼稚園一覧表
市内幼稚園 対　象

私

　立

つくし幼稚園	
太田ヶ谷640-3	☎286・0440

平成26年4月2日から
平成29年4月1日まで
に出生した児童
(3歳の誕生日から
入園対象となります)

武蔵野幼稚園 
上広谷30 ☎285・2267
鶴ヶ島めぐみ幼稚園 
脚折町3-24-4 ☎286・1150
かみひろや幼稚園 
上広谷583-2 ☎286・4518
若葉台幼稚園 
富士見2-9-14 ☎285・4351

認
定
こ
ど
も
園

認定こども園つるがしま
白百合幼稚園(幼稚園部分)
下新田388 ☎285・1020

★保育所(園)

★幼稚園

●コ ●コ ●ソ ●コ
子育て♥coco-soco あなたのすぐソコ！にある子育て支援を紹介
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子育て情報BOX
すくすく

子育てサイト

● 児童・家庭総合相談窓口 子育て・虐待・家庭の問題など 
　（☎ 271・1111）

● 女性・DV相談直通ダイヤル（☎ 298・7716）

● 鶴ヶ島子育てセンター［鶴ヶ島保育所内］（☎ 286・7201） 子育て 

● 川越児童相談所（☎ 223・4152） 子育て・児童虐待 

● 児童相談所全国共通3桁ダイヤル（☎ 189）24時間
365日   児童虐待

● 保健センター（☎271・2745） 妊娠・出産・子どもの発達など 
　親子相談…10月21日（月）13時〜・14時〜　※要予約

困ったときは・・・

子育て
SuKu SuKu

かみひろや幼稚園のお友達♪
ねんどで"コロコロ"お絵描きしたよ。

対　1歳〜5歳の児童とその保護者
日　10月27日（日）10時〜11時30分
場　鶴ヶ島保育所
内　絵本「おおきなかぶ」の読み聞
かせ、製作、劇あそびなど
定　15組
持　飲み物
申 問　10月4日（金）9時から鶴ヶ島
子育てセンター(鶴ヶ島保育所内)へ
☎286・7201

子育て講座「絵本の世界を楽しもう」

対　幼児親子〜小学生
日　毎月第2土曜日 14時30分〜15時
場　大橋児童館
講　読み聞かせサークルこぐま
内　わらべうたや語りを交えた楽し
いおはなし会
料　無料
問　大橋児童館☎286・0007

こぐまのおはなし会

鶴ヶ島で子育てデビューをするママ
のための子育て交流サロン。鶴ヶ島
に引っ越してきたばかりで友達がほ
しい、これまで近所の人との交流が
なかったので、知り合いがほしい、
鶴ヶ島のことをもっと知りたいな
ど、おしゃべりをしながら一緒に楽
しい時間を過ごしましょう。
対　鶴ヶ島で子育てデビューをす
る、妊婦さんや0歳から3歳までの
お子さんとお母さん
日　10月25日（金）10時15分〜（受
付10時〜）
場　保健センター
内　情報交換、親子ふれあい遊び
定　12組（申込順）
申 問　保健センター☎271・2745

ようこそ鶴ヶ島de子育て

これからお父さん、お母さんになる
方を対象とする教室です。ぜひ、ご
夫婦でご参加ください。
対　妊婦とその家族
日　11月1日（金）9時30分〜11時40分
11月9日（土）9時30分〜12時15分
場　保健センター
内　1日目　妊娠・出産・栄養の話
2日目　沐浴・妊婦体験・歯の話など
持　母子健康手帳、筆記具、飲み物
※　9日は歯ブラシ持参
申 問　保健センター☎271・2745

ゆりかご教室

対　0歳〜未就園児までの親子
日　10月28日(月)10時30分〜11時
30分
場　南市民センター
講　幼児のリトミック
内　音楽に合わせて体を動かし楽し
く遊ぶ
定　20組（申込順）　料　無料
持　保護者の上履き、ぞうきん、音
の出るおもちゃ（楽器）、直径20cm
のキャンディボール、飲み物
申 問　10月21日(月）9時30分から
南市民センターへ☎287・0235

子育てサロン「親子リトミック」

お子さんと一緒に保育所に遊びに来
ませんか。
対　未就園児とその保護者
日　①10月9日（水）②23日（水）
場　富士見保育所
定　10組（各年齢3人程度）
持　着替え、飲み物（水か茶）
申 問　①10月2日(水)から前日まで
②16日(水)から前日までに富士見保
育所へ☎285・6648(平日のみ)

地域交流保育

「まちづくりポイント発行対象事業」には　　マークが表示されています。　問合先　地域活動推進課地域活動推進担当
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令和2年度  保育所(園)・幼稚園などの
入所受付が始まります

必要書類　①支給認定申請書②就労証明書または保育が必
要なことを証明する書類③生育歴と体質調査
書類配布場所　10月1日からこども支援課窓口で配布、ま
たは市ホームページからダウンロードもできます。
※　ご家庭の状況によっては、この他に必要な書類がある
場合があります。「入所のしおり」をご覧ください。
利用調整　提出された書類をもとに、保育の必要性を数値
化して数値の高い順に入所決定します。希望されたすべて
の保育施設の調整を行いますが、定員超過により受け入れ
ができず、入所保留となる場合もあります。
その他　市外の保育所(園)を希望する場合は、希望保育所 
(園)のある市町村に締切日などを確認し、締切日より10日程
度余裕を持って、当市こども支援課に申し込んでください。

願書配布　10月15日(火)から各幼稚園で
願書受付　11月 1日(金)から各幼稚園で

受付期間　11月14日(木)〜11月30日(土)(23、24日を除く)

日にち 時　間 場　所
(平日)
11月14・15、18〜20日 9時〜12時

13時〜17時

市役所1階102会議室

(平日)
11月21・22、25〜29日  こども支援課窓口

(土・日曜日)
11月16・17・30日 8時30分〜12時  こども支援課窓口

保育施設 対　象

小
規
模

鶴ヶ島いろどり保育室 
鶴ヶ丘849-2 ☎298・7234

令和元年8月1日前に
出生した児童

ベビーかろーれ 
上広谷654-5 ☎227・9172

令和2年1月1日前に
出生した児童

つるの子保育園 
藤金67-30 ☎236・3807

令和元年10月1日前に
出生した児童

事
業
所
内

メルヘン保育園 
脚折136-1 ☎271・2559

令和元年10月1日前に
出生した児童

市内保育所(園)一覧
保育所(園) 対　象

公

　立

鶴ヶ島保育所 
脚折1922-23 ☎286・0551 令和元年10月1日前に

出生した児童富士見保育所 
富士見4-26-1 ☎285･6648
川鶴保育園 
川越市川鶴2-12-2 ☎233・3017

令和元年8月1日前に
出生した児童

私

　立

あたご保育園 
新町4-9-3 ☎286・3860

令和元年10月1日前に
出生した児童

さかえ保育園 
藤金106-1 ☎286・2065

令和元年8月1日前に
出生した児童

はちの巣保育園  
藤金848-36 ☎285・6693

令和2年2月4日前に
出生した児童

菜の花保育園 
太田ヶ谷142-2 ☎287・8981

令和元年10月1日前に
出生した児童

笹久保さくら保育園
下新田532-1 ☎272・3211

令和元年10月1日前に
出生した児童

いちご保育園 
脚折町3-24-4 ☎286・1695

平成31年4月1日前に
出生した児童

第二はちの巣保育園
太田ヶ谷609-7 ☎286・1110

令和2年2月4日前に
出生した児童

かこのこ保育園 
五味ヶ谷179-1 ☎279・0505

令和元年10月1日前に
出生した児童

鶴ヶ島みどり保育園 
上広谷537-1 ☎287・4600

令和元年10月1日前に
出生した児童

かもめ保育園 
藤金108-5 ☎277・3075

令和元年8月1日前に
出生した児童

認
定
こ
ど
も
園

認定こども園つるがしま
白百合幼稚園(保育園部分)
下新田388 ☎285・1020

令 和 元 年10月1日 前 に
出生した児童 ※ 0〜5
歳児クラスの保育部分
利用申込のみ

市内幼稚園一覧表
市内幼稚園 対　象

私

　立

つくし幼稚園	
太田ヶ谷640-3	☎286・0440

平成26年4月2日から
平成29年4月1日まで
に出生した児童
(3歳の誕生日から
入園対象となります)

武蔵野幼稚園 
上広谷30 ☎285・2267
鶴ヶ島めぐみ幼稚園 
脚折町3-24-4 ☎286・1150
かみひろや幼稚園 
上広谷583-2 ☎286・4518
若葉台幼稚園 
富士見2-9-14 ☎285・4351

認
定
こ
ど
も
園

認定こども園つるがしま
白百合幼稚園(幼稚園部分)
下新田388 ☎285・1020

★保育所(園)

★幼稚園

●コ ●コ ●ソ ●コ
子育て♥coco-soco あなたのすぐソコ！にある子育て支援を紹介
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子育て情報BOX
すくすく

子育てサイト

● 児童・家庭総合相談窓口 子育て・虐待・家庭の問題など 
　（☎ 271・1111）

● 女性・DV相談直通ダイヤル（☎ 298・7716）

● 鶴ヶ島子育てセンター［鶴ヶ島保育所内］（☎ 286・7201） 子育て 

● 川越児童相談所（☎ 223・4152） 子育て・児童虐待 

● 児童相談所全国共通3桁ダイヤル（☎ 189）24時間
365日   児童虐待

● 保健センター（☎271・2745） 妊娠・出産・子どもの発達など 
　親子相談…10月21日（月）13時〜・14時〜　※要予約

困ったときは・・・

子育て
SuKu SuKu

かみひろや幼稚園のお友達♪
ねんどで"コロコロ"お絵描きしたよ。

対　1歳〜5歳の児童とその保護者
日　10月27日（日）10時〜11時30分
場　鶴ヶ島保育所
内　絵本「おおきなかぶ」の読み聞
かせ、製作、劇あそびなど
定　15組
持　飲み物
申 問　10月4日（金）9時から鶴ヶ島
子育てセンター(鶴ヶ島保育所内)へ
☎286・7201

子育て講座「絵本の世界を楽しもう」

対　幼児親子〜小学生
日　毎月第2土曜日 14時30分〜15時
場　大橋児童館
講　読み聞かせサークルこぐま
内　わらべうたや語りを交えた楽し
いおはなし会
料　無料
問　大橋児童館☎286・0007

こぐまのおはなし会

鶴ヶ島で子育てデビューをするママ
のための子育て交流サロン。鶴ヶ島
に引っ越してきたばかりで友達がほ
しい、これまで近所の人との交流が
なかったので、知り合いがほしい、
鶴ヶ島のことをもっと知りたいな
ど、おしゃべりをしながら一緒に楽
しい時間を過ごしましょう。
対　鶴ヶ島で子育てデビューをす
る、妊婦さんや0歳から3歳までの
お子さんとお母さん
日　10月25日（金）10時15分〜（受
付10時〜）
場　保健センター
内　情報交換、親子ふれあい遊び
定　12組（申込順）
申 問　保健センター☎271・2745

ようこそ鶴ヶ島de子育て

これからお父さん、お母さんになる
方を対象とする教室です。ぜひ、ご
夫婦でご参加ください。
対　妊婦とその家族
日　11月1日（金）9時30分〜11時40分
11月9日（土）9時30分〜12時15分
場　保健センター
内　1日目　妊娠・出産・栄養の話
2日目　沐浴・妊婦体験・歯の話など
持　母子健康手帳、筆記具、飲み物
※　9日は歯ブラシ持参
申 問　保健センター☎271・2745

ゆりかご教室

対　0歳〜未就園児までの親子
日　10月28日(月)10時30分〜11時
30分
場　南市民センター
講　幼児のリトミック
内　音楽に合わせて体を動かし楽し
く遊ぶ
定　20組（申込順）　料　無料
持　保護者の上履き、ぞうきん、音
の出るおもちゃ（楽器）、直径20cm
のキャンディボール、飲み物
申 問　10月21日(月）9時30分から
南市民センターへ☎287・0235

子育てサロン「親子リトミック」

お子さんと一緒に保育所に遊びに来
ませんか。
対　未就園児とその保護者
日　①10月9日（水）②23日（水）
場　富士見保育所
定　10組（各年齢3人程度）
持　着替え、飲み物（水か茶）
申 問　①10月2日(水)から前日まで
②16日(水)から前日までに富士見保
育所へ☎285・6648(平日のみ)

地域交流保育

「まちづくりポイント発行対象事業」には　　マークが表示されています。　問合先　地域活動推進課地域活動推進担当
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にお答えします

認定こども園は、①保育部分と②幼稚園部分に分か
れています。①と②で、申込先は異なりますが、入
園後は、①②を合わせたクラスとなり、②の子ども
たちの多くは14時で帰宅し、他の子どもたちは保育
時間を共に過ごします。

申込みは、受け付けています。保育所(園)に入園し
やすいのは、児童の入れ替えの多い4月です。

Ｑ 年度の途中からでも保育所(園)・ 
　 幼稚園・認定こども園に申し込めますか？ 

Ｑ 認定こども園って？

市内の幼稚園では、朝や夕方、夏休みなどの「預か
り保育」を実施しています。おやつの提供や利用時
間など、内容も充実しているので、働きながら子育
てをしている方も、幼稚園を利用しています。また、
幼稚園は、入園に際し、兄弟枠があり、下の子が優
先的に入園できる園もありますので、各園にお問い
合わせください。
市内の保育所(園)は、0歳から預けられる園が多い
ので、産後すぐに働く方は、利用しやすいですね。

Ｑ 働くなら保育所(園)？ 
　 幼稚園の「預かり保育」って？ 

無償化の対象施設として、市が確認した施設(Ｐ7に
掲載した施設は全て対象)に、教育・保育給付認定を
受けたお子さんが通う場合、利用料は無償です。た
だし、食材費（一部免除制度あり）・バスの送迎費な
どは有料です。詳細は、市ホームページをご覧くだ
さい。

Ｑ 10月から幼児教育・保育が無償化 
　 されると聞いたけど… 

保育所(園)は、児童福祉法に基づく児童福祉施設で、
就労など様々な理由により、ご家庭でお子さんを保
育できない方が対象です。市役所に申し込みをしま
すが、定員があるため、必ずしも希望の園に入れる
わけではありません。幼稚園は、学校教育法に基づ
く教育施設で、1日の標準教育時間が、4時間と定め
られています。希望する幼稚園に直接、申し込みを
します。

実際、見学に行って、話を聞き、園の雰囲気などを
感じてみましょう。見学は、どこの園でも受け付け
ています。その上で、ご家庭の子育て方針に合うと
ころ、ご自身やご家族のライフスタイルに合う方を
選びましょう。どちらも、お子さんの心身の発達を
助長する場所であることに違いはありません。

Ｑ 保育所(園)と幼稚園の違い 
　 って何ですか？ 

Q 保育所(園)か幼稚園で迷っています… 

よくある質問！
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① 仕事をしているので、保育時間に幅の
ある保育園を選びました。

② イベントや発表会などを通して、子ど
もの成長が感じられ、うれしいです。
先生方もいつも色々と相談に乗ってく
れます。

③ テニス！上の子が習っているので、その試合を観に行った
り、私自身も子どもの頃からずっとやっていたので、一緒
に楽しめるのがとてもリフレッシュになっています。

① 仕事をしているので、保育園にしまし
た。

② 市外から引っ越してきたので、不安も
ありましたが、今ではすっかり慣れて、
毎日楽しく通っています。

③ 毎日忙しいですが、でもやっぱり子どもたちと楽しく遊
ぶことが癒しです♪家族団らんの時間が一番！① 復職が決まっていたので、何となく保

育園かなと思っていました。ただ、一
方で「教育」という観点から、幼稚園
に入れたい気持ちもありました。認定
こども園には、幼稚園の教育の部分が

　あることを知り、実際、見学に行って決めました。また、
　夏休みなども預かってもらえるので、助かります。
② 入園当初から、担任の先生以外も子どもの名前を覚えて

声をかけてくれました。それがとてもうれしく、安心感
につながっています。子どもも楽しく通っています。

③ 休みの日は、家族で近場に出かけたり、折り紙で遊んだ
りしています。パパとは“ごっこ遊び”で父と子の世界を
楽しんでいるようです(笑)

★保育所(園)

★認定こども園

★幼稚園
① 以前は保育園に通っていましたが、引

っ越しをきっかけに幼稚園に。家から
近く、見学して、雰囲気の良かった今
の園にすぐに決めました。

② 音楽・体操教室などの課外活動もあり、
親にはできないことも教えてもらっています。

③ 「預かり保育」があるので、普段は仕事に集中できます。
休みの日には、栗拾い体験など市のイベントに参加した
りしています。

① 保育園と迷いましたが、自分のライフ
スタイルなどを考え、「預かり保育」
を利用しながら仕事をするのが合って
いると思い、幼稚園にしました。

② 先生方はとても相談しやすく、いつも
　声をかけてくれるので、子どもも先生が大好きです。
③ 「預かり保育」は仕事のほか、所用などでも利用できる

ので助かります。

① 昨年は幼稚園と保育園をかけ持ちして
いたので、正直大変でした。今年から
は、2人で同じ幼稚園に通っています。

② 親の母校でもあり、園の雰囲気が気に
入っていて、子どもも楽しく通ってい
ます。仕事をしているので「預かり保育」はありがたい
です。

③ 幼稚園と保育園を両方経験していますが、どちらにも一
長一短があると感じます。今後、子どもの進学などに伴
い、働き方などを見直す必要があるのかなとも思ってい
ます。悩みは尽きません。

保育所(園)
幼稚園

認定こども園
現在、各施設にお子さんが通っている

保護者の方に聞いてみました

①保育所(園)・幼稚園・認定こども園に決めた理由
②実際に通ってみての感想
③私のリフレッシュ法！or ひとこと
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にお答えします
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