平成28年4月からの

受付期

間

保

育

園

小規模保育施設

放課後児童クラブ

障害児放課後児童クラブ

10月15
日（木）
〜12月
3日（
木）

の入所申請を受け付けます
平成２８年４月の入所申請から、郵送での受け付けを実施します
（障害児放課後児童クラブを除く）

窓口混雑緩和のため郵送での申し込みにご協力ください！
平成２８年の４月入所受付については、大変混雑することが予想されるため、郵送での受け付けを実施することにしました。
郵送と窓口の提出方法により、利用調整結果に優劣はありません。
郵送で申し込まれた方へは、郵送で提出された旨の受理通知等を郵送します。
なお、窓口での受付場所については、市役所保育課（２階２４番窓口）となりますが、大変な混雑が予想されますので、時間
には余裕をもってお越しください。

保育園・小規模保育施設
従来、申請と同時に実施していた児童との面談については、原則、保育園等への入所決定後に実施します。

教育・保育施設の種類
幼稚園、保育園および０歳から２歳の児童を保育する小規模保育Ｂ型があります。なお、家庭保育室は、保育園や小規模保
育Ｂ型に移行される予定です（※一部の施設は家庭保育室として継続する予定です）。
幼稚園

保育園

満３歳から小学校就学前までの幼児を教育し、
心身の発達を助長するための教育施設です。新制
度に移行する幼稚園と、従来どおりの運営を続け
る幼稚園に分かれます。

小規模保育Ｂ型

保護者の就労等により日中、
家庭で保育できない児童を、
保護者に代わって保育をする
施設です。

少人数（６〜１９人）を
対象に、家庭的保育に近
い雰囲気のもと、きめ細
かな保育を行います。

※平成２８年度は、朝霞市内の幼稚園が新制度に移行する予定はありません。幼稚園の利用を希望される方は、各幼稚園へ直接申し込むことと
なりますので、詳しくは幼稚園へお問い合わせください。

保育を必要とする事由
保育園または小規模保育Ｂ型での保育を希望される場合、保護者が次のいずれかに該当することが必要です。
・１月あたり６４時間以上の労働
・求職活動

・就学

・妊娠・出産

・疾病・障害

・親族等の介護・看護

・災害復旧

・育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

・子どもへの虐待や配偶者からのＤＶのおそれがあること

・その他、上記に類する状態として市が認める場合

保育園等の利用可能時間
保育が必要な時間によって必要量を標準時間または短時間に認定します。
区分

労働等時間の基準

労働等時間

保育利用可能な時間帯

保育標準時間

主にフルタイム労働等

月１２０時間以上

１日あたり１１時間程度の利用

保育短時間

主にパートタイム労働等

月１２０時間未満

１日あたり８時間程度の利用
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保育園等の申請書配付および受付
１０月１５日㈭
１０月１６日㈮

市役所別館５階
大会議室

１０月１９日㈪〜

保育課窓口
（２階２４番窓口）

付

時間
午前９時
午後４時
午前８時３０分
〜

場所

〜

配

期間

注意事項等
※２歳児クラスまでの保育園や小規模保育施設に入所し
ている２歳児クラスの方には、入所されている園を通じ
て申請書類等を配布します。また、申請書類は、市ホー
ムページからもダウンロードできますが、書類の郵送を
希望される方は、保育課までご連絡ください。

午後５時１５分
※申請様式は、上記日時から朝霞市ホームページからダウンロードできます。
方法
郵送

期間
受

〜

付

１０月１５日㈭
１２月３日㈭

※消印有効
※市役所開庁時には、保育課窓口（２
階２４番窓口）でも受け付けます。
※１１月７日㈯は午前９時から午後４時
まで保育課窓口で受け付けます。

必要書類・注意事項等
①施設型給付費・地域型保育給付費 支給認定申請書
②保育所等利用（調整）申請書
③入所に関する確認表
④勤務内容証明書等の保育を必要とする事由の証明書
※そのほか必要に応じて書類を提出していただきます。

※例年の日程より、配付および受付期間等を変更していますので、ご注意ください。
※上記の申請受付は、朝霞市内にある保育園等の申請の場合です。朝霞市外の保育園等の利用を希望する場合、市区町村によ
り申請受付期間や提出書類等が異なります。あらかじめ希望する保育園等の市区町村へ締切日・必要書類等を確認のうえ、朝
霞市役所保育課までお申し込みください（市区町村によっては、希望先の市区町村へ直接申請する場合もあります）。
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名称
滝の根保育園
本町保育園
あさかたんぽぽ保育園（分園）
さわらび保育園
栄町保育園
あさかたんぽぽ保育園（本園）
朝霞ひだまりの森保育園
ゆりの木保育園
いずみばし保育園
溝沼保育園
さくらんぼ保育室
さつき保育園
ひざおりしらとり保育室
本町エンゼル保育室（仮称）
メリー★ポピンズ kids 朝霞ルーム
メリー★ポピンズ朝霞南口ルーム（仮称）
保育ルームフェリーチェ朝霞園
太陽と大地のこども保育園
ひまわり保育園
根岸台保育園
仲町どろんこ保育園
仲町保育園
東朝霞保育園
第二あさかたんぽぽ保育園
めぐみ保育室
しらとり保育室
ちゅうりっぷ園仲町
仲町エンゼル保育室
駅前保育園ベビーたんぽぽ
白百合園（仮称）
大山保育園
宮戸保育園
朝霞しらこばと保育園
朝霞どろんこ保育園
浜崎保育園
北朝霞保育園（本園）
北朝霞保育園（分園）
あさしがおかアンジュ保育園
メリー★ポピンズ kids 北朝霞ルーム
三原どろんこ保育園
朝霞ゆりかご保育園
さくら保育園
泉水保育園
エルアンジュ
メリー★ポピンズ朝霞台ルーム

保育園および小規模保育Ｂ型一覧（予定）

電話番号
所在地
対象年齢
溝沼２丁目１０番２４号
４６３―５５０３ ２か月〜５歳児
本町１丁目２０番４号
４６４―３７５０ １歳児〜５歳児
本町２丁目１０番４号
４８７―８５４５ １歳児〜５歳児
本町１丁目８番２６号
４６１―５２００ ２か月〜５歳児
栄町１丁目５番４３号
４６５―３８１１ １歳児〜５歳児
栄町５丁目１番３０号
４６７―５１９１ ２か月〜５歳児
栄町４丁目４番８号
４２３―４４９２ ２か月〜５歳児
膝折町１丁目６番２９号
４５０―８６００ ２か月〜５歳児
大字溝沼８６３番地の１
４８７―７２２３ ２か月〜５歳児
溝沼７丁目１３番１１号
４６３―７１６５ ８か月〜５歳児
本町１丁目１５番２９号
４６３―３９６５ ２か月〜２歳児
本町２丁目４番２５号 T―BLD 朝霞ビル１F
４６５―５００５ ２か月〜２歳児
膝折町４丁目８番４３号
４６３―７１７８ ２か月〜２歳児
本町２丁目４番７号曽根田ビル２F（移設予定）
４５８―４４３６ ２か月〜２歳児
青葉台１丁目３番１５号リブリ青葉１F
４６５―５３４５ ２か月〜５歳児
本町３丁目３番７０号アイエステート１F
０３―３４０５―５４３４（本部） ２か月〜２歳児
本町２丁目２１番２号シンメイ朝霞第３マンション１階
４６１―７７４７ ２か月〜２歳児
４８３―５３３４ ２か月〜５歳児
大字岡４４番地の１
根岸台２丁目２番６号
４８７―８６８６ ２か月〜５歳児
４６４―８７１０ １歳児〜５歳児
根岸台８丁目２番４１号
仲町２丁目９番４８号
４５０―３００１ ２か月〜５歳児
仲町２丁目４番３１号
４５０―７７０７ ８か月〜５歳児
根岸台１丁目５番２７号
４６１―６０１１ ８か月〜５歳児
大字溝沼１３３６番地の４
４２３―８６３１ ２か月〜５歳児
根岸台６丁目５番９号
４６５―６７０７ ２か月〜２歳児
根岸台６丁目１番１７の９号
４５１―４６３０ ２か月〜２歳児
仲町１丁目６番２２号
４８７―８１７３ ２か月〜２歳児
仲町２丁目１番２１号ブリランテ１階・２階
４８５―８１２２ ２か月〜２歳児
仲町２丁目２番３８号アウステル１０１
４２４―５７３９ ２か月〜２歳児
４６６―０１８１ １歳児〜５歳児
大字根岸２５７番地の１
宮戸３丁目１０番４５号
４７３―６７１３ ２か月〜５歳児
宮戸４丁目６番２号
４８６―５５６２ ８か月〜５歳児
田島２丁目４番１１号
４５６―１１００ ２か月〜５歳児
大字浜崎６９番地の１
４７４―６１３７ ２か月〜５歳児
大字浜崎６６２番地の１
４７１―０３９４ １歳児〜５歳児
朝志ケ丘１丁目３番２６号
４７４―２５３０ １歳児〜５歳児
朝志ケ丘１丁目５番４０号
４８６―５７７４ ８か月からの０歳児のみ
朝志ケ丘３丁目７番４７号
４７３―８６５０ ２か月〜５歳児
西原２丁目４番１７号 GEMINI ビル１F
４７２―２６４５ ２か月〜５歳児
三原３丁目２３番２号
４８６―７４７０ ２か月〜５歳児
西弁財１丁目１番２号
４６６―１２０５ ２か月〜５歳児
大字溝沼４３５番地の１
４６９―７０６１ ８か月〜５歳児
泉水２丁目１２番１１号
４６５―９６２５ １歳児〜５歳児
西弁財１丁目１０番２５号保等一ビル１０１号
４８６―６４６３ ２か月〜２歳児
東弁財１丁目４番７号ルパンビル１F
４８７―４１０８ ２か月〜２歳児

※
は小規模保育Ｂ型です。
※平成２７年９月現在での予定です。定員等の詳細については、
１０月１５日㈭から配付する幼稚園・保育園等のご案内をご覧ください。
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平成２８年度

幼稚園一覧

所在地
幸町３丁目５番１６号
膝折町１丁目１６番１７号
西弁財１丁目６番１７号
根岸台７丁目２番６号
根岸台４丁目８番３８号
田島１丁目１２番１号
北原２丁目７番１６号
宮戸３丁目７番１号

名称
朝霞幼稚園
菩提樹の森幼稚園
さいか幼稚園
あさか台幼稚園
根岸幼稚園
朝霞花の木幼稚園
朝霞なかよし幼稚園
朝霞たちばな幼稚園

電話番号
４６３―７９１５
４６１―０２４０
４６１―６０３９
４６１―６７５３
４６１―７１１２
４５６―００５５
４７２―５７３９
４７３―８７８７

対象年齢
３歳児〜５歳児
３歳児〜５歳児
３歳児〜５歳児
３歳児〜５歳児
３歳児〜５歳児
３歳児〜５歳児
３歳児〜５歳児
３歳児〜５歳児

放課後児童クラブ・障害児放課後児童クラブ
放課後児童クラブ一覧

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ名
膝折放課後児童クラブ
岡放課後児童クラブ
浜崎放課後児童クラブ
幸町放課後児童クラブ
泉水放課後児童クラブ
本町放課後児童クラブ
朝志ヶ丘放課後児童クラブ
栄町放課後児童クラブ
根岸台放課後児童クラブ
溝沼放課後児童クラブ

対象／保護者が働いているなど
の理由で、主に放課後に家庭
が留守となるため、保育を必
要とする小学校１〜６年生ま
での児童

場所
朝霞第一小学校敷地内
朝霞第二小学校敷地内
朝霞第三小学校敷地内および脇
朝霞第四小学校内
朝霞第五小学校内
朝霞第六小学校敷地内
朝霞第七小学校敷地内
朝霞第八小学校敷地内
朝霞第九小学校敷地内
朝霞第十小学校校舎内

定員（人）
１３０
１２０
１３５
９４
１２５
１１５
１５０
１３５
８０
１３０

※放課後児童クラブの運営は、朝霞市社会福祉協議会が指定管理者として行っています。
※定員は平成２７年度のものです。平成２８年度の定員は、放課後児童クラブのご案内や市ホー
ムページでご確認ください。

障害児放課後児童クラブ一覧

障害児放課後児童クラブ
対象／埼玉県内の特別支援学校（小
学部・中学部・高等部）または市
内の小・中学校特別支援学級に通
学する児童および生徒

放課後児童クラブ名
朝霞市障害児放課後児童クラブ

定員（人）

場所

２０

朝志ヶ丘１―４―２

※障害児放課後児童クラブの運営は、NPO 法人なかよしねっとに委託しています。

放課後児童クラブおよび障害児放課後児童クラブ申請書配付および受付
場所

期間
配

障害児放課後
児童クラブ

１０月１５日㈭〜

保育課窓口
（２階２４番窓口）

時間

注意事項等

午前８時３０分

社会福祉協議会・総合福祉センター（はあとぴ
あ２階）でも配付しています。
※土・日曜日、祝日は除く。

〜

付

放課後
児童クラブ

午後５時１５分

※申請様式は、上記日時から市ホームページでダウンロードできます。
期間

時間

場所
郵送

放課後
児童クラブ

〜

受

１０月１５日㈭
１２月３日㈭

付

１０月１５日㈭
１２月３日㈭

保育課窓口
（２階２４番窓口）

午前８時３０分
〜

〜

障害児放課後
児童クラブ

※消印有効
※市役所開庁時には、保育課窓口
（２階２４番窓口）でも受け付けます。
※１１月７日㈯は午 前９時 か ら 午 後
４時まで保育課窓口で受け付けま
す。

午後５時１５分

必要書類・注意事項等
①放課後児童クラブ入所申請書
②勤務内容証明書等の保育を必要とする事由の
証明書
※そのほか必要に応じて書類を提出していただ
きます。
※社会福祉協議会・総合福祉センター（はあと
ぴあ２階）でも受け付けます。
※土・日曜日、祝日は除く。
①障害児放課後児童クラブ入所申請書
②児童票
③障害者手帳の写し（所持している場合）
※後日、半日の体験保育を行っていただきます。

※例年の日程より、配付および受付期間等を変更していますので、ご注意ください。

問／保育園・小規模保育…保育課 ☎４６３―２８３６
放課後児童クラブ・障害児放課後児童クラブ…保育課

☎４６３―２９３９
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