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平成30年４月からの

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！
　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、受理通知等を郵送しますので、ご確認ください。
　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・地域型保育施設
　利用調整の結果、「利用内定」となった方は、利用内定された保育園等でお子さんの面談があります。
　面談の結果、集団保育に適さないと判断された場合や、保育士のクラス加配、看護師が必
要と判断された場合には、入所をお待ちいただくことや、利用内定となった園には入所とな
らないことなど、利用調整結果が取り消されることがありますのでご了承ください。

教育・保育施設の種類
　幼稚園、保育園および０～２歳の児童を保育する地域型保育施設（小規模保育施設等）があります。なお、家庭
保育室は、保育園や小規模保育施設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。）

※平成30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になりますので、詳しくは幼稚園へお問い合わせください。

保育の必要な事由
　保育園または地域型保育施設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労働※　②妊娠・出産　③疾病・障害　④親族等の介護・看護※　⑤災害復旧　⑥求職活動　⑦就学※　
⑧育児休業取得中に、すで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　
⑨子どもへの虐待や配偶者からのＤＶのおそれがあること　⑩その他、上記に類する状態として市が認める場合
※労働、介護・看護、就学は、ひと月あたり64時間以上であることが必要です。

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日当たり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日当たり８時間程度の利用

平成２9年１０月１6日㈪平成２9年１０月１6日㈪開始開始

保育園・地域型保育施設（小規模保育施設等）・
放課後児童クラブ・障害児放課後児童クラブの
入所申請を受け付けます
郵送での受け付けを実施しています郵送での受け付けを実施しています

（障害児放課後児童クラブを除く）（障害児放課後児童クラブを除く）

幼稚園
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。

保育園
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。

地域型保育施設
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。

【小規模保育施設】
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保育園等の申請書配付および申請受付日時

配
付

期間 書類 場所 時間 注意事項等

10月２日㈪～
保育の必要な
事由の証明書

（勤務内容証明書等）

保育課窓口
（２階24番窓口）

午前８時30分

～

午後５時15分

保育の必要な事由が
　①労働（内定）　→ 『勤務内容証明書』
　②病気・障害　→ 『診断書』　※障害者手帳等の写しも可
　③介護　　　　→ 『介護・看護状況申告書』
　④求職中　→ 『求職活動・起業準備状況申告書兼誓約書』
※上記以外の事由に該当する場合、市指定の書式以外での
申請となります。また、上記の事由に該当する場合も、追
加の書類が必要な場合があります。

10月16日㈪～
全申請書類
・

ご案内冊子
保育課窓口

（２階24番窓口）
午前８時30分

～

午後５時15分

※受け入れが２歳児クラスまでの保育園等に入所している
２歳児クラスの方には、郵送または保育園等から申請様式
を配付します。
また、その他の方にも郵送することができますので、郵送
を希望される方は保育課保育係までご連絡ください。

※申請書類は、上記日時より市ホームページからダウンロードできます。

受
付

期間 方法 必要書類・注意事項等

10月16日㈪

～

11月10日㈮

郵　送
※当日消印有効
※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。
※10月22日㈰は、午前８時30分から正午まで、保育
課窓口で受け付けます。

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の必要な事由の証明書
⑤個人番号書類および本人確認書類の写し
※そのほか必要に応じて書類を提出していただきます。

※配付および受付期間等は、前年度と異なりますのでご注意ください。
※受付日（消印日）が１日でも過ぎた場合、平成30年４月２次選考以降の申請となりますので、ご注意ください。
※上記の申請受付日時は、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）。

平成30年度　保育園および小規模保育施設一覧（予定）
地域 名称 所在地 電話番号 対象年齢

朝
霞
南
地
域

滝の根保育園 溝沼２丁目10番24号 ☎463-5503 ２か月～５歳児
本町保育園 本町１丁目20番４号 ☎464-3750 １歳児～５歳児
あさかたんぽぽ保育園（分園） 本町２丁目10番４号 ☎487-8545 １歳児～５歳児
さわらび保育園 本町１丁目８番26号 ☎461-5200 ２か月～５歳児
栄町保育園 栄町１丁目５番43号 ☎465-3811 １歳児～５歳児
あさかたんぽぽ保育園（本園） 栄町５丁目１番30号 ☎467-5191 ２か月～５歳児
朝霞ひだまりの森保育園 栄町４丁目４番８号 ☎423-4492 ２か月～５歳児
ゆりの木保育園 膝折町１丁目６番29号 ☎450-8600 ２か月～５歳児
いずみばし保育園 大字溝沼863番地の１ ☎487-7223 ２か月～５歳児
溝沼保育園 溝沼７丁目13番11号 ☎463-7165 ８か月～５歳児
さくらんぼ保育室 本町１丁目15番29号 ☎463-3965 ２か月～２歳児
さつき保育園 本町２丁目４番25号T-BLD朝霞ビル１Ｆ ☎465-5005 ２か月～２歳児
ひざおりしらとり保育室 膝折町４丁目８番43号 ☎463-7178 ２か月～２歳児
朝霞本町エンゼル保育室 本町１丁目８番７号綿谷ビル１Ｆ ☎458-3607 ２か月～２歳児
メリー★ポピンズkids朝霞ルーム 青葉台１丁目３番15号リブリ青葉１Ｆ ☎465-5345 ２か月～５歳児
メリー★ポピンズ朝霞南口ルーム 本町３丁目３番70号アイエステート１F ☎465-4940 ２か月～２歳児
保育ルームフェリーチェ朝霞園 本町２丁目21番２号シンメイ朝霞第３マンション１F ☎461-7747 ２か月～２歳児
朝霞にじいろ保育園 本町２丁目４番44号 ☎462-2216 １歳児～５歳児
つくし保育園 溝沼７丁目９番10号 ☎487-8851 ２か月～５歳児
幸町しらとり保育室 幸町２丁目15番50号 ☎423-6807 ２か月～２歳児
さつき第二保育園（仮称） 本町２丁目６番９号ＬＩＶＥＭＡＸ１Ｆ ☎469-5987 ２か月～２歳児

朝
霞
東
地
域

太陽と大地のこども保育園 大字岡44番地の１ ☎483-5334 ２か月～５歳児
ひまわり保育園 根岸台２丁目２番６号 ☎487-8686 ２か月～５歳児
根岸台保育園 根岸台８丁目２番41号 ☎464-8710 １歳児～５歳児
仲町どろんこ保育園 仲町２丁目９番48号 ☎450-3001 ２か月～５歳児
仲町保育園 仲町２丁目４番31号 ☎450-7707 ８か月～５歳児
東朝霞保育園 根岸台１丁目５番27号 ☎461-6011 ８か月～５歳児
第二あさかたんぽぽ保育園 大字溝沼1336番地の４ ☎423-8631 ２か月～５歳児
めぐみ保育室 根岸台６丁目５番９号 ☎465-6707 ２か月～２歳児
しらとり保育室 根岸台６丁目１番17の９号 ☎451-4630 ２か月～２歳児
ちゅうりっぷ園仲町 仲町１丁目６番22号 ☎487-8173 ２か月～２歳児
仲町エンゼル保育室 仲町２丁目１番21号ブリランテ１F・２F ☎485-8122 ２か月～２歳児
駅前おれんじベビー保育園 仲町２丁目２番38号アウステル101 ☎424-5739 ２か月～２歳児
白百合園 大字根岸257番地の１ ☎461-8177 １歳児～５歳児
おれんじゆめ保育園 根岸台５丁目15番18号 ☎424-3738 ２か月～５歳児
保育園 元気キッズ朝霞岡園 岡１丁目15番２号 ☎451-5225 ２か月～２歳児
保育園 元気キッズ第二岡園（仮称） 岡２丁目（以下、未定） ☎451-5225 ２か月～５歳児
愛育園（仮称） 大字根岸257番地の１ ☎461-8177 ２か月～２歳児

朝
霞
北
地
域

大山保育園 宮戸３丁目10番45号 ☎473-6713 ２か月～５歳児
宮戸保育園 宮戸４丁目６番２号 ☎486-5562 ８か月～５歳児
朝霞しらこばと保育園 田島２丁目４番11号 ☎456-1100 ２か月～５歳児
朝霞どろんこ保育園 大字浜崎69番地の１ ☎474-6137 ２か月～５歳児
浜崎保育園 大字浜崎662番地の１ ☎471-0394 １歳児～５歳児
北朝霞保育園（本園） 朝志ケ丘１丁目３番26号 ☎474-2530 １歳児～５歳児
北朝霞保育園（分園） 朝志ケ丘１丁目５番40号 ☎486-5774 ８か月からの０歳児のみ
あさしがおかアンジュ保育園 朝志ケ丘３丁目７番47号 ☎473-8650 ２か月～５歳児
メリー★ポピンズkids北朝霞ルーム 西原２丁目４番17号ＧＥＭＩＮＩビル１Ｆ ☎472-2645 ２か月～５歳児
プチアンジュ 西原２丁目14番23号フジサワホームビル１F ☎458-0702 ２か月～２歳児
北原保育園 北原２丁目10番25号 ☎485-1197 ２か月～５歳児
あさかだいアンジュ保育園（仮称） 西原１丁目４番（以下、未定） ☎473-8650 ２か月～５歳児
メリー★ポピンズ北朝霞ルーム（仮称） 西原１丁目３番31号タウンピア西原１Ｆ２号室 ☎471-4980 １歳児～５歳児

朝
霞
西
地
域

三原どろんこ保育園 三原３丁目23番２号 ☎486-7470 ２か月～５歳児
朝霞ゆりかご保育園 西弁財１丁目１番２号 ☎466-1205 ２か月～５歳児
さくら保育園 大字溝沼435番地の１ ☎469-7061 ８か月～５歳児
泉水保育園 泉水２丁目12番11号 ☎465-9625 １歳児～５歳児
エルアンジュ 西弁財１丁目10番25号101 ☎486-6463 ２か月～２歳児
メリー★ポピンズ朝霞台ルーム 東弁財１丁目４番７号ルパンビル１Ｆ ☎487-4108 ２か月～２歳児
朝霞台エンゼル保育室 東弁財１丁目３番17号サクセスビル１ＦＡ号 ☎458-0533 ２か月～２歳児

※■は小規模保育施設です。
※平成29年９月現在での予定です。定員等の詳細については、10月16日㈪から配付するご案内をご覧ください。
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平成30年度　幼稚園一覧
名称 所在地 電話番号 対象年齢

朝霞幼稚園 幸町３丁目５番16号 ☎463－7915 ３歳児～５歳児
菩提樹の森幼稚園 膝折町１丁目16番17号 ☎461－0240 ３歳児～５歳児
さいか幼稚園 西弁財１丁目６番17号 ☎461－6039 ３歳児～５歳児
あさか台幼稚園 根岸台７丁目２番６号 ☎461－6753 ３歳児～５歳児
根岸幼稚園 根岸台４丁目８番38号 ☎461－7112 ３歳児～５歳児
朝霞花の木幼稚園 田島１丁目12番１号 ☎456－0055 ３歳児～５歳児
朝霞なかよし幼稚園 北原２丁目７番16号 ☎472－5739 ３歳児～５歳児
朝霞たちばな幼稚園 宮戸３丁目７番１号 ☎473－8787 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
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
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
平成30年度　放課後児童クラブおよび障害児放課後児童クラブ予定一覧

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申請受付日時

配
付

期間・時間 書類 場所 注意事項等

放課後
児童クラブ

10月２日㈪～

午前８時30分

～

午後５時15分

保育の必要な
事由の証明書

保育課窓口
（２階24番窓口）

保育の必要な事由が
　①労働（内定）　→ 『勤務内容証明書』
　②病気・障害　→ 『診断書』　※障害者手帳等の写しも可
　③介護　　　　→ 『介護・看護状況申告書』
　④求職中　　　→ 『誓約書』
※上記以外の事由に該当する場合、市指定の書式以外での申請
となります。また、上記の事由に該当する場合も、追加の書類
が必要な場合があります。

放課後
児童クラブ

10月16日㈪～

午前８時30分

～

午後５時15分

全申請書類
・

ご案内冊子

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、祝日を除く。

障害児放課後
児童クラブ

※申請書類は、上記日時より市ホームページからダウンロードできます。

受
付

期間・時間 場所 必要書類・注意事項等

放課後
児童クラブ

10月16日㈪

～

11月10日㈮

午前８時30分

～

午後５時15分

郵　送
※当日消印有効
※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。
※10月22日㈰は午前８時30分から
正午まで保育課窓口で受け付けます。

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、祝日を除く。

障害児放課後
児童クラブ

保育課窓口
（２階24番窓口）

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。

※配付および受付期間等は、前年度と異なりますのでご注意ください。

問／保育園・小規模保育…保育課保育係　☎463－2836
　　放課後児童クラブ・障害児放課後児童クラブ・幼稚園…保育課保育総務係　☎463－2939

放課後児童クラブ一覧
放課後児童クラブ名 所在地 定員（人）

膝折放課後児童クラブ 朝霞第一小学校敷地内 130
岡放課後児童クラブ 朝霞第二小学校敷地内 122
浜崎放課後児童クラブ 朝霞第三小学校敷地内および脇 148
幸町放課後児童クラブ 朝霞第四小学校校舎内 98
泉水放課後児童クラブ 朝霞第五小学校校舎内 125
本町放課後児童クラブ 朝霞第六小学校敷地内 115
朝志ヶ丘放課後児童クラブ 朝霞第七小学校敷地内 150
栄町放課後児童クラブ 朝霞第八小学校敷地内 135
根岸台放課後児童クラブ 朝霞第九小学校敷地内 80
溝沼放課後児童クラブ 朝霞第十小学校校舎内 140
※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。
※定員は変更になる場合があります。別途緩和定員を設ける予定です。

民間放課後児童クラブ一覧
放課後児童クラブ名 所在地/電話番号 定員（人）

本町アンジュクラブ 本町１丁目32番18号
☎423-2695 40

たまみずきっず栄町 栄町４丁目６番５号
☎423-8806 40

※民間の申し込みについては各クラブにお問い合わせください。
※平成30年度に新たに開所予定のクラブもあります。

障害児放課後児童クラブ一覧
放課後児童クラブ名 所在地 定員（人）

朝霞市障害児放課後児童クラブ 朝志ヶ丘１丁目４番２号 20
※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。
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