Ⅳ その他
１ 一時保育（一時預り事業）
保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な保育、保護者の傷病等による緊急時の保育、保護者のリフレッシュを
図るための一時的な保育等が必要となる場合に利用することができます。
※利用に際しての詳細は直接各施設へお問合せください。
実施施設
新里保育園
ほしのみや保育園
ことぶき乳児保育園
ことぶき花ノ木保育園
しらこばと保育園
第二くるみ保育園

所在地･電話番号
肥塚808-3
048-524-1178
池上576-1
048-524-9876
三ヶ尻6338-2
048-532-2916
三ヶ尻1817
048-531-0344
玉井1154-3
048-530-3618
今井1136
048-524-8181

利用時間
月から金
8:00から16:00

月から金
8:30から16:30

第三なでしこ保育園

円光2-10-10
048-520-6112

ことぶきイーサイト保育園

新堀713
イーサイト籠原 3F
048-598-7351

月から金
8:30から16:30

奈良保育園

中奈良1396-1
048-524-9849

月から金
8:30から16:30
土 8:30から12:30

わらしべの里共同保育所

筑波3-202
ティアラ21 4F
048-599-0022
弁財203
048-588-7970

年齢に関係なく
1時間700円
または

月から金
8:30から16:30
土 8:30から12:30

新里第二保育園

料金

月から土
8:00から16:00
月から金
8:30から16:30

3歳未満児 1日3,000円
3歳以上児 1日2,500円

年齢に関係なく
1時間800円
または 1日4,000円
年齢に関係なく1時間750円
または
年少児未満 1日3,000円
年少児以上 1日2,500円
1歳以上3歳未満児
1時間700円
または 1日3,000円
年齢に関係なく
1時間800円
または 1日3,000円

篭原のこキッズ保育園

籠原南1-133
048-531-3901

月から土
8:30から16:30

三尻こども園

三ヶ尻2744-2
048-580-5533

月から金
8:30から16:30

保育所キッズハウス籠原保育室

籠原南1-7-5
048-533-4149

月から土
8:00から16:00

りゅうさい保育所

曙町1-44
オンワーク堀口ビル1階
048-524-3311

月から土
7:30から18:30

野鳥の森うさぎ保育園

瀬南146
048-527-3757

月から金
8:30から17:00

あかね保育室

玉井2-32
048-531-0144

月から金
8:00から16:30

ことぶきつくし保育園

籠原南1-91
048-533-0776

月から金
8:30から16:30

さくらキッズ保育園

桜木町2-97
048-580-7776

月から土
8:30から16:30

１歳以上児 1時間700円
または 1日3,000円

保育室 黒ひげ先生

久下1269-1
048-521-1184

月から土
8:00から18:00

年齢に関係なく
1時間700円
または 1日3,000円

キッズキューブ

肥塚4-1
平田クリニック
ファミリーキューブ内
048-520-2880

月から土 9:00から17:00
（第2、4、5土曜日のみ
9：00から12：30）

年齢に関係なく
1時間800円

1歳以上児 1時間800円
0歳児 要相談
年齢に関係なく
1時間800円
または 1日4,700円
.年齢に関係なく 1時間700円
または 1日3,000円
その他応相談
3歳未満児
1時間700円
または 1日3,000円

※この利用料金以外に実費（給食・おやつ代）を徴収する場合があります。詳細は直接各施設へお問い合わせください。
※園の預かり体制によって、お預かりできないこともありますので、電話にてご確認ください。
２ 休日保育
保護者の就労等により休日に保育が必要となる場合に利用することができます。
※利用に際しての詳細は直接保育園へお問合せください。
実施保育園
所在地･電話番号
利用時間
筑波3-202
日曜日・祝日
新里第二保育園
ティアラ21 4F
8:00から17:00
048-599-0022
新堀713
ことぶきイーサイト保育園
イーサイト籠原 3F
2019年度は休止中
048-598-7351
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料金
1時間1,000円

３ 病児・病後児保育
病気により集団保育が困難な児童又は病気の回復期ではあるが保護者が就労などにより集団保育が
困難な児童を、家庭で保育できない場合に利用することができます。
①病児保育
※利用に際しては事前の登録が必要です。詳細は直接施設へお問い合わせください。
実施施設
所在地・電話番号
利用時間
料金
上之3854
048-524-3841

熊谷生協病院
「病児保育室 こぐまちゃんち」

月から金
1日 2,000円
8:00から18：00 (給食、おやつ代 ＋500円)
※給食は希望者のみ

②病後児保育
※利用に際しては事前の登録が必要です。詳細は直接保育園へお問合せください。
実施保育園
所在地・電話番号
利用時間
料金
籠原南1-133
月から金
1日 2,000円
篭原のこキッズ保育園
048-531-3901
8:30から17:30 (給食、おやつ代 ＋400円)
４ 駅前保育ステーション
籠原駅を利用して通勤する保護者の方を対象に「ことぶき乳児保育園」、「スダナ保育園」、｢しらこ
ばと保育園｣、「籠原保育所」、「玉井保育所」、「ことぶき花ノ木保育園」に入所する児童の各保育所
への送迎とそれに伴う保育を行います。
※利用に際しての詳細は直接施設等へお問合せください。
実施施設
所在地・電話番号
利用時間
ことぶきイーサイト保育園

新堀713
イーサイト籠原 3F
048-598-7351

料金

月～金
(朝)6:30～8:30
(夕)18:00～21：00

1人1日1,000円
（飲食費を除く）

５ 認可外保育施設
児童福祉法に基づき設置・認可されている保育所とは別に、届出制で乳幼児の保育を行っている
小規模な施設です。
※利用については、直接施設等へお問合せください。
施設名
所在地
電話番号
サニーレイク保育園
保育所 森の広場

平戸212-1
（特別養護老人ホーム
いずみ熊谷内）

小江川228番地
（ヘリテイジリゾート内）

時間

受入年齢

048-598-5470

8:30から17:30

6か月から

048-536-1212

8:30から17:30

6か月から

６ 幼稚園での長時間預かり保育
以下の幼稚園では、通常の教育時間（概ね９時から１４時まで）の前後の時間帯や、夏季などの長期
休業期間において、保育を必要とする乳幼児の長時間預かり保育を実施（月曜日から土曜日まで）して
おり、概ね保育施設並みの時間でお子様を預けることができます。
※利用については、直接実施幼稚園へお問合せください。
幼稚園名
所在地・電話番号
籠原南1-134
篭原若竹幼稚園
048-532-3955
善ケ島1502
ピノキオ幼稚園
048-588-8517
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対象年齢

保育時間

0歳から

7:00から19:00

２歳から

7:30から18:30

７ その他の子育て支援
◇地域子育て支援拠点
子育て中の親子の交流の場の提供、育児不安等についての相談・指導、子育てサークルへの
支援、育児情報の提供など、施設ごとに工夫した様々な事業を実施し、地域の子育て家庭に対
する育児支援を行っています。
※詳細は市役所こども課または直接各施設にお問合せください。
設置主体等

所在地

電話番号

第三なでしこ保育園 「すずかけ」

円光2-10-10

048-520-1518

ことぶき花ノ木保育園 「わくわくキッズ」

三ヶ尻1817

048-531-0344

くるみ保育園 「くるみの木」

平戸1090

048-522-2059

第二くるみ保育園 「もちもちの木」

今井1136

048-524-8181

ほしのみや保育園 「ほしのこひろば」

池上576-1

048-524-9876

新里第二保育園 「なかよしクラブ」

筑波3-202 ティアラ21 4F

048-599-0022

ゆかり保育園 「ひだまり」

三本1557

048-536-8597

第二田島保育園 「たじまっこ倶楽部」

上根432-1

048-588-3411

わらしべの里共同保育所
「子育て広場ポラン」

弁財203

048-588-7970

もみの木共同保育所「出張ひろばポコ」（月曜・木曜開所）

別府4－136

048－533－5077

篭原のこキッズ保育園 「のこちゃんひろば」

籠原南1-133

048-531-3901

妻沼児童館内 「子育て広場なかよし」

弥藤吾692-1

048-589-1715

なでしこ保育園 「パーシモン」

柿沼921-9

048-501-0018

吉見保育所内 「子育て広場にこにこ」

向谷373-1

0493-39-1208

大麻生公民館内 「子育て広場のびのび」

大麻生1010

048-532-3519

奈良保育園 「どんぐりメイト」

中奈良1296-１

090-7234-5134

荒川公民館内 「子育て広場きらきら」

宮前町1-24-1

048-525-0252

万吉1700

048-539-1535

本石2－135 イオン3Ｆ

070-4809-1025

原島315
熊谷ｽﾎﾟｰﾂ・文化村「くまぴあ」

080-8892-5453

立正大学社会福祉学部子育て支援センター
「ベアリス」
NPO法人子育てネットくまがや
「0・1・2・3さいくまっぺ広場」
NPO法人子育てネットくまがや
「くまっぺ広場第２」
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◇子育て世代包括支援センター「くまっこるーむ」
専門知識を有する母子保健コーディネーターと子育て支援コーディネーターが
妊娠・出産・子育てに関する相談に応じるほか、各種サービスの情報も提供します。
◆ 母子保健コーディネーター
（助産師）
○母子健康手帳の交付
○妊娠中の相談
・妊娠中の生活や食事等のこと
・妊娠中の不安や出産のこと
○出産後の相談
・赤ちゃん訪問、授乳のこと
・産後の体調や気分の憂鬱など
○産後の生活について
◆ 子育て支援コーディネーター
（保育士等）
○子育ての悩みや心配事の相談窓口の案内
○子育て支援に関する事業やサービスの紹介
○保育所や幼稚園についての相談
○児童手当やこども医療費、ひとり親の方への助成制度の案内
◆ 受付相談窓口
○ 熊谷市役所 ６階 「くまっこるーむ」
8：30から17：15
電話：048-523-1066
※土曜開庁日は１階
電話：048-524-1111
○母子健康センター内 「くまっこるーむ母子健」
8：30から17：15
電話：048-527-8600
※以下の３ヶ所でも、専門的な知識と豊富な経験を持った「子育て支援コーディネーター」が配置されています。
お気軽にご利用ください。
事業所名
開催曜日
電話番号
0・1・2・3さいくまっぺ広場内「くまっぺ相談室」
月曜・水曜・木曜・金曜・日曜
080-1115-5588
第二田島保育園内「たじまっこ相談室」
第三なでしこ保育園内
「すずかけ相談室♭（ふらっと）」

月曜・火曜・水曜・金曜

048-588-3411

火曜・水曜・木曜・金曜

0120-86-7045

◇子育てサロン
サロン名

活動場所

えがお

母子健康センター

エンジェル

籠原公民館

えくぼ

江南総合文化会館
ピピア

連絡先
048-524-1111
（内線297）
048-530-5130
048-533-2238
048-536-4455
048-536-8455

活動日時
活動内容等
毎月第2金曜
絵本の読み聞かせ、手遊びなど
10：00から11：20
毎月第4木曜 0歳から未就学児が対象。成長に合わ
10：00から11：30
せて部屋が分かれて手遊びなど
毎月第3金曜
手遊びや歌など。隣が図書館です。
9：30から11：30
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◇病時等緊急サポート事業
病児等緊急サポート事業は、病児・病後児及び緊急時等の子どもの預かりなどの育児の援助を希望
する者（利用会員）と育児の援助に協力できる者（サポート会員）が会員となって、双方の合意のもと、
お子様の預かりを行う会員組織の助け合い活動です。
市では、病児等緊急サポート事業を「緊急サポートセンター埼玉」に委託して実施しています。「緊急
サポートセンター埼玉」では、利用会員の援助内容や要望にお応えできるサポート会員の紹介等、
安心して会員同士の援助活動が行えるように事業の運営をしています。
⑴ 活動内容
①お子様の風邪や発病の時の預かり
②宿泊を伴う預かりや送迎
③保護者の体調不良等での緊急的、一時的な預かり、保育補助 等
⑵ 会員の種類
※会員登録に費用は一切かかりません。
①利用会員
原則として0歳から小学校6年生までのお子様を養育している市内在住の方
②サポート会員 子育て援助活動に熱意のある健康な方（ただし、センターの行う保育、看護、
救命救急等の24時間の講習が必要です。）
⑶ 利用可能日
サポート会員の合意のもと、1年を通じて行います。
⑷ 利用料金
時間帯

1時間当たりの利用料金

8:00 から20:00

1000円

20:00 から8:00

1,200円

18：00から翌9：00
10,000円（１泊）
※預かり終了後、直接利用会員からサポート会員へ支払います。
⑸ 預かり場所
利用会員又はサポート会員宅
⑹ 利用申込方法
事前にセンターに会員登録の上、お電話で利用の申し込みをしてください。
会員登録は「緊急サポートセンター埼玉」のホームページから行えます。
http://kumagaya.blog.shinobi.jp/
⑺ 保険
万が一に備えNPO総合保険（傷害・賠償保険）に加入しています。
詳しくはお電話でお問い合わせください。
NPO法人病児保育を作る会
緊急サポートセンター埼玉
電話 048-297-2903
受付時間7：00～20：00 土日祝日可（ただし年末年始12/29～1/3を除く）
Email：byoujihoiku@oboe.ocn.ne.jp
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◇ファミリー・サポート・センター事業
ファミリー・サポート・センター事業は、子育て中の保護者の日常生活を地域で支援するため、
育児の援助を受けたい人（依頼会員）」と「育児の援助に協力できる人（援助会員）」が、それぞ
れファミリー・サポート・センターに会員登録し、必要なときに会員同士で子育ての援助活動（有
償）を行うものです。
ファミリー・サポート・センターは、市が熊谷市社会福祉協議会に委託して実施しています。
センターは依頼会員からの依頼に応じ、子育てに協力できる援助会員の調整を行います。
支援の対象となるのは、生後６か月から小学校６年生までのお子様です。随時会員を募集し
ています。
○主な援助内容
・保育施設の開始前及び終了後に子どもを預かる。
・保育施設までの送迎を行う。
・学校の放課後や学童保育の終了後、子どもを預かる。
・その他、一時的な事情の際に子どもを預かる
※子どもを預かる場合は、原則として援助会員のお宅でお預かりします。
○援助時間
毎日6:00から21:00
○利用料金（１時間当たり）
平日 7:00から19:00
平日 上記以外の時間
土・日曜日、祝・休日、年末年始

700円
800円
800円

○お問合せ
※詳しくは、熊谷市ファミリー・サポート・センターへお問合せください。
熊谷市ファミリー・サポート・センター（熊谷市社会福祉協議会熊谷支所内）
☎048-521-0999 本町1-9-1 開設時間：月～金 8:30～17:15
（土・日曜日、祝・休日、年末年始12月29日～1月3日はお休みです。）

８ 受付相談窓口
○熊谷市役所保育課

〒360-8601
熊谷市宮町2-47-1
☎048-524-1111 内線431･433・570・538

○大里行政センター 市民福祉係
○妻沼行政センター 福祉係
○江南行政センター 市民福祉係

〒360-0195
〒360-0292
〒360-0192

熊谷市中曽根654-1
熊谷市弥藤吾2450
熊谷市江南中央1-1

熊谷市ホームページで各種様式のダウンロードができます。
○トップページ＞子育て・教育＞保育施設の利用
＞平成３１年度認定こども園・保育所（園）・小規模保育施設新規入所申込みについて
http://www.city.kumagaya.lg.jp/kosodate/kodomoshisetsu/hoikunyusyo/h31shinnkinyuusho.html
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保育料は、施設の運営に掛かる費用の一部を受益者負担の観
点から保護者の皆様に負担していただくものですが、この他、運
営費用の多くの部分には、国・県・市の貴重な税金が充てられて
います。
安全で充実した保育をご利用いただくためにも、保育料の納付
について保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

