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子育て家庭を応援します!!
　市では、お子さんの健やかな成長と、保護者の方を支援するため、さまざまな施策を行っています。
　お子さんや保護者の方がたくさんの友達を作ることができる場所や子育て家庭に配慮した施設などで、
皆さんのお越しをお待ちしています。また、育児に関する相談などもお気軽にご利用いただけます。
　皆さんの楽しい子育ての実現のため、全力でサポートします！

子育て支援センター
　子育て情報の提供や情報交換、子育
て親子の交流、育児相談等、子育て家
庭へのさまざまな支援を行っています。
※各施設において、休館日や事業内容
等は異なりますので、市ホームページ
または各支援センターへご確認くださ
い。また、各支援センターが発行して
いる支援センターだよりを、市ホーム
ページでご覧いただけます。

市内の子育て支援センター一覧
支援センター（支援室）名 場所 電話

公営 きたはら子育て支援センター きたはら児童館内 476-8686
さくら子育て支援センター さくら保育園内 469-7065

民営

子育て支援センター「ときわ」 大山保育園内 090-2769-6737
子育て支援センター「くれよん」 朝霞しらこばと保育園内 456-1101
子育て支援センター「めだか」 滝の根保育園内 464-1255
子育て支援室「ステップ」 さわらび保育園内 461-5200
子育て支援センター「ちきんえっぐ」 朝霞どろんこ保育園内 474-6137
仲町子育て支援センター「さくらんぼ」 仲町保育園内 450-7708
子育て支援センター「おもちゃ図書館なかよしぱぁく」障害児放課後児童クラブ内 474-7316

保育園での一時保育
　保護者の労働または病気等により家庭での保育が一時的に困難なお子さ
んを保育園でお預かりする事業です。
⃝公営保育園
　利用する際の理由により３つに分けられています。
　　◦非定型的保育…保護者の労働、職業訓練、就学（趣味的なものは除く）など
　　◦緊急保育…保護者の病気、出産、冠婚葬祭など
　　◦リフレッシュ保育…保護者のリフレッシュ（美容室や買い物など）
　なお、利用前にお子さんとの面談が必要です。利用日の空き状況など詳
細については、一時保育実施園までお問い合わせください。
利�用できる方／市内に住所があり、申し込みの時点で満１歳以上、就学前
までの、健康で集団保育が可能なお子さん
※満１歳以上であっても、離乳食の状況に対応できない等の理由で利用で
きない場合があります。
実施保育園／東朝霞保育園およびさくら保育園
利�用時間／平日…午前８時30分～午後４時30分、土曜日…午前８時30分～午後４時30分（緊急保育のみ）
利用料／３歳未満児…１日につき2,100円、３歳以上児…１日につき2,035円（主食代35円含む）
受�付期間／非定型的保育の場合…利用開始日の１か月前から７日前まで、緊急保育の場合…利用開始日の１か月前から２日前まで
　　　　　リフレッシュ保育の場合…利用日（連続して利用する場合は利用開始日）の７日前から２日前まで
定�員／各園１日10人程度　※受け入れ児童の年齢層によりお預かりできる人数は変わります。
申込受付時間／午前９時～午後４時30分
⃝民営保育園
　詳しくは各保育園にお問い合わせください。
⃝民営保育園・小規模保育施設（余裕活用型）
　定員に欠員が出ている場合のみ、そのクラスに限定して保育を行います。詳しくは各保育園にお問い合わせください。
⃝家庭保育室
　市内に住所がある、０歳児（生後８週間）から２歳児までのお子さんで、家庭保育室の一時保育を利用する場合には、各家庭
保育室が定める保育料から補助額（１時間400円）を差し引いた額で利用できます。

一時保育実施園
園名 電話

公営保育園 東朝霞保育園 461-6011
さくら保育園 469-7061

民営保育園 朝霞どろんこ保育園 474-6137
仲町保育園 450-7707

民営保育園・
小規模保育施設
（余裕活用型）

三原どろんこ保育園 486-7470
仲町どろんこ保育園 450-3001
メリー★ポピンズkids朝霞ルーム 465-5345
メリー★ポピンズ朝霞台ルーム 487-4108
メリー★ポピンズkids北朝霞ルーム 472-2645
エルアンジュ 486-6463
保育ルームフェリーチェ朝霞園 461-7747
プチアンジュ 458-0702

家庭保育室 三原学園 474-5668
メリー★ポピンズ朝霞北口ルーム 465-4995

問／保育課　☎463-2939

問／保育課　☎463-2939

ファミリー・サポート・センター

　安心して仕事と子育てができるように、子育ての手助けを
してくださる方（サポート会員）と子育ての援助をしてほし
い方（ファミリー会員）に会員になっていただき、相互援助
活動を通じ、子育て家庭を応援する有償のボランティア活動
を行う会員組織です。
◆会員になるためには
　入会説明会と養成講習会（サポート会員のみ）の受講が必
要です。
◆援助活動の内容
　保育施設への送迎、保育施設開始前および終了後の預かり、
保護者のリフレッシュのための預かりなど

問／ファミリー・サポート・センター
☎483-4501（土・日曜日、祝日、年末年始休み）

園庭開放（いっしょにあそぼう保育園で）

　未就園のお子さん
もお近くの保育園で
遊んでいただけるよ
う、公設保育園（北
朝霞保育園分園は除
く）の園庭を毎月２回
開放しています。毎
月の開放の内１回は
『いっしょにあそぼう
保育園で』とし、園
内で工作やリズム遊
びなども実施します。

一時保育実施園
月 園庭開放のみ いっしょに遊ぼう保育園で

出張家庭児童相談室
出張家庭児童相談室
実施保育園

４月 12日㈭ 24日㈫ 根岸台 さくら
５月 25日㈮ 9日㈬ 仲町 泉水
６月 26日㈫ 14日㈭ 栄町 宮戸
７月 25日㈬ 5日㈭ 東朝霞 浜崎
８月 28日㈫ 24日㈮ 本町 溝沼
９月 28日㈮ 11日㈫ 根岸台 北朝霞
10月 25日㈭ 17日㈬ 仲町 さくら
11月 27日㈫ 7日㈬ 栄町 泉水
12月 14日㈮ 6日㈭ 東朝霞 宮戸
１月 23日㈬ 18日㈮ 本町 浜崎
２月 13日㈬ 5日㈫ 根岸台 溝沼
３月 13日㈬ 7日㈭ 仲町 北朝霞

問／保育課　☎463-2939
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家庭児童相談室
問／家庭児童相談室　☎463-2231

　子育てに関するさまざまな悩みや不安を、専門の
相談員に無料で相談できます。相談内容に関する秘
密は守られますので、お気軽にご相談ください。
相�談日／毎週月曜日～金曜日　午前９時30分～午後
４時
◆こんな相談ができます
　保護者の方から…
　・子育てに疲れてイライラしてばかり
　・子どもがかわいいと思えない
　・子どもをどう叱ったらいいか　など
　子ども自身から…
　・友達とうまく付き合えない
　・学校で困っていることがある
　・学校に行くのがつらい　など
　地域の方から…
　・虐待されている子どもがいるかもしれない
　・家で面倒を見てもらえない子どもがいる　など

赤ちゃんの駅
問／こども未来課　☎463-2930

　「赤ちゃんの駅」とは、誰でも自由におむつ替えや
授乳ができるスペースの愛称です。
　乳幼児のいる保護者が安心して気軽に立ち寄るこ
とができる施設です。
例�保育園、児童館、図書館、公民館、
市民センター、スポーツ施設　など
※市内の民間施設および県内の登録施設について
は、埼玉県のホームページで検索することができます。
http://www.saitama-support.jp/map/baby/

パパ・ママ応援ショップ優待カード
問／こども未来課　☎463-2930

　埼玉県では、協賛店で優待カードを提示すると、
お店で割引等のサービスが受けられるパパ・ママ応
援ショップ優待制度を実施しています。市では、「優
待カード」を対象世帯の方々に配布しています。
対�象／18歳に達して次の３月31日を迎えるまでの
お子さんまたは妊娠中の方がいる家庭
配�布窓口／こども未来課、内間木支所、朝霞台出張所、
朝霞駅前出張所
持�参書類／こども医療費受給資格証等のお子さんを
確認できる書類（妊娠中の方は母子手帳等）
優�待カードの利用方法／協賛店舗等で、優待カード
を提示してください。
協�賛店舗等について／協賛ステッカーが掲示されて
いる埼玉県内の協賛店舗等でご利用ください。協
賛ステッカーには、各店舗等の優待内容が記載さ
れています（店舗ごとに優待内容は異なります）。
全国の子育て支援パスポート事業協賛店舗でも順
次ご利用いただけるようになります（一部例外を
除く）。
　�最新の県内協賛店舗の情報は、
埼玉県結婚・妊娠・出産・子育
て支援応援公式サイト
　�（ht tp : / /www . sa i t ama -
support.jp/）で検索が可能です。

「あさか子育てガイドブック」をご活用ください
問／こども未来課　☎463-2930

　この冊子は、子育てに関するさま
ざまな支援制度や関連施設、医療機
関等の情報をお子さんの成長に合わ
せて掲載しています。
　Ａ５サイズで持ち運びにも便利で
す。市内各公共施設で配布していま
すので、ぜひご活用ください。
※2018年改訂版は４月から配布す
る予定です。

ショートステイ
問／こども未来課　☎463-0364

　保護者の疾病等の理由により、家庭におけるお子
さんの養育が一時的に困難になった場合に、市内里
親宅において一定期間お子さんをお預かりします。
対�象／市内に住所を有し、以下の理由のいずれかに
該当し、養育が一時的に困難になった家庭の18歳
未満のお子さん
　・�保護者の疾病、育児疲れ、出産、看護、事故、
冠婚葬祭、出張など

利用期間／７日以内
利�用方法／事前にご相談
いただき、お子さんの
状況や里親の受け入れ
状況等を確認します。
費�用負担／利用者家庭の
課税状況、お子さんの
年齢により利用者負担
があります。

児童館
問／こども未来課　☎463-2930

　児童館は、０歳から18歳未満のお子さんとその保
護者の方が利用できる施設です。
　図書室や自由に遊ぶことができるお部屋、小さい
お子さんでも安心な乳幼児専用のお部屋などがあり
ます。また、ふれあい遊びやお母さん同士の交流等
ができる乳幼児向けの事業も実施しています。
※各施設において休館日や事業内容等は異なります
ので、朝霞市社会福祉協議会の各児童館のホームペー
ジや児童館だより等でご確認ください。
※きたはら児童館、みぞぬま児童館をご利用の際には、
駐車場の数が限られていますので、徒歩や自転車で
の来館にご協力ください。
市内児童館一覧

児童館名 所在地 電話
きたはら児童館 北原2-8-11 471-7140

はまさき児童館
大字浜崎51-1
はあとぴあ（総合福祉セ
ンター）３階

486-2477

みぞぬま児童館 溝沼7-13-11（３階） 450-0858
ねぎしだい児童館 根岸台2-15-12（３階） 450-1815
ひざおり児童館 膝折町1-7-40（２階） 458-6969


