
母子保健
母子健康手帳の交付
健康づくり支援課地域保健担当

TEL 229-4125
　妊娠の届け出をした妊婦さんに母
子健康手帳を交付します。交付は健康
づくり支援課（総合保健センター）、子
育て世代包括支援センター（川越市民
サービスステーション内）、市民課（本
庁舎1階）、市民センターで行ってい
ます。
　必要書類については市ホームペー
ジをご確認ください。また、希望する
方には「父子健康手帳」を配布してい
ます。

妊婦健康診査等費用の助成
健康づくり支援課健康づくり支援担当

TEL 229-4121
　妊婦健康診査（14回分）および新生
児聴覚検査費用の一部を助成します。
助成を受ける際に必要となる妊婦健
康診査等助成券は、母子健康手帳と一
緒に交付します。

利用者支援事業（母子保健型）
健康づくり支援課地域保健担当

TEL 229-4125
　総合保健センターでは妊娠中から
産前産後の心配ごとについて、母子保
健コーディネーター（保健師・助産師）
が相談を受けています。

相談時間

月～金曜日 
午前8時30分～午後5時15分

健康教室
健康づくり支援課地域保健担当

TEL 229-4125
妊婦・育児教室など

　総合保健センターなどを会場に、母
子のための健康教室（プレ・パパママ
スクール、離乳食教室、おやつと歯み
がき教室）を行っています。日程・会
場・申し込み方法などは、広報川越ま
たは市ホームページをご確認くださ
い。

いもっこの会（ダウン症のある
子どもを持つ親の会）

　仲間づくりや情報交換を行ってい
ます。

 ファーストサロン
　妊娠中の方や子育て中の親子交流・
情報交換・仲間づくりの場です。

たまごサロン
　妊娠中から夫婦で出産と子育ての
イメージを描き、地域につながりをつ
くります。

乳幼児の健診
健康づくり支援課地域保健担当

TEL 229-4125
　総合保健センター・南文化会館
（ジョイフル）を会場に4か月児・1歳
6か月児・3歳3か月児の健康診査を
行っています。
　該当する方には個別通知を送って
います。通知が届かないときは、お尋
ねください。詳しくは、市ホームペー
ジをご確認ください。
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歯科健診
健康づくり支援課健康づくり支援担当

TEL 229-4121
　総合保健センターを会場に、妊産婦
歯科健診・2歳児親子歯科健診を行っ
ています。日程・申し込み方法などは
広報川越をご確認ください。

乳幼児相談
健康づくり支援課地域保健担当

TEL 229-4125
　乳幼児の身長・体重測定や保健師・
栄養士等による個別相談を行ってい
ます。
　開催につきましては、随時ホーム
ページでご案内しますのでご確認く
ださい。

こんにちは赤ちゃん事業
健康づくり支援課地域保健担当

TEL 229-4125
　生後4か月までの乳児がいる全て
のご家庭に、助産師などが訪問し、育
児の疑問や産後の健康などの相談に
応じます。また、育児情報などをお伝
えします。

医療の公費負担制度
健康管理課管理給付担当

TEL 229-4124
未熟児養育医療給付

　出生体重が2,000g以下または生活
力が薄弱で指定医療機関での入院医
療が必要な未熟児に、養育医療費を給
付します（1歳未満）。

自立支援医療（育成医療）給付
　18歳未満で心臓障害や先天性内臓
障害などの身体に障害のある方に、指
定医療機関において医療費などを給
付します（所得制限あり）。

結核児童療育給付
　18歳未満で結核にかかり入院治療
を必要とする方に、指定医療機関にお
いて医療費などを給付します。

小児慢性特定疾病医療給付
　国が指定した慢性疾病にかかって
いる子どもに医療費などを給付しま
す。

不妊に関する事業
健康管理課管理給付担当

TEL 229-4124
早期不妊治療支援事業

　体外受精・顕微授精・男性不妊を受
けた方に、治療費の一部を助成します
（各種制限あり）。
　詳しくはお尋ねください。

 早期不妊検査費助成事業・ 
不育症検査費助成事業

　検査を受けた方を対象に、2万円を
上限（千円未満切り捨て）として検査
費用を助成します（年齢制限等あり）。

不妊専門相談センター
　不妊・不育症に関する相談窓口とし
て、埼玉医科大学総合医療センター
（鴨田）内に開設されています。医師に
よる面接相談です（予約制・費用は無
料）。電話（TEL 228-3674）で申し込
んでください。
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地域子育て支援など
 子育て支援センター
子育て安心施設内　TEL 227-3517

　親子の交流・情報交換の場として広
場の開設、子育て情報の提供、育児不
安に対する電話相談・面接相談、子育
てサークルなどの育成支援を行って
います。対象は、おおむね3歳未満の
子どもと保護者です。また、専門員が
小学校就学前および学童期の子ども
を持つ家庭、妊産婦、支援が必要な子
育て家庭等の不安、悩み、子育て制度
のことなど、相談者の状況やニーズに
あった助言や情報提供を行うととも
に、地域の子育てサービスへの仲介
等、関係機関と連携を図る利用者支援
を行っています。面接、電話での相談
も受け付けています。面接相談は、あ
らかじめ電話で予約してください。

内容 曜日 時間

広場 日～金曜日 午前9時30分～正午
午後1時～4時30分

電話相談
（専用
TEL 227-6176）

月～金曜日
日曜日

午前9時～午後4時
午前9時～正午

面接相談
※要予約 日～金曜日 午前9時～午後4時

利用者支援
（専用
TEL 227-6855）

日～金曜日 午前9時～午後4時

つどいの広場
子育て情報・親子の交流・情報交換

の場の提供、育児相談を行っています。
　対象は、おおむね3歳未満の子ども
と保護者です。開室時間等、詳しくは
各施設、または子育て支援センター
（TEL 227-3517）にお尋ねください。

 ウェスタ川越つどいの広場
TEL 247-6600
 七歩保育園つどいの広場
TEL 265-8799
 増美保育園つどいの広場
TEL 090-1535-9588
 今成保育園つどいの広場
TEL 222-8622
おがやの里しもだ保育園つどいの広場
TEL 299-5400
 風の子保育園つどいの広場
TEL 090-3545-6056
 風の子第二保育園つどいの広場
TEL 227-7200
 芳野保育園つどいの広場
TEL 225-6451
伊佐沼すまいる保育園つどいの広場
TEL 230-1717
 星の子みのり保育園つどいの広場
TEL 256-7032
 音羽の森保育園つどいの広場
TEL 293-3102
 さくらんぼ保育園つどいの広場
TEL 080-7994-6581
 貴精保育園つどいの広場
TEL 245-1413
 川越なかよし幼稚園つどいの広場
TEL 243-4108

 大東市民センターつどいの広場 
TEL 247-9331
 慶櫻南台保育園つどいの広場 
TEL 265-8883
 笠幡菜の花保育園つどいの広場 
TEL 233-1058
 ともいき保育園つどいの広場 
TEL 227-3811
 むさしの保育園つどいの広場 
TEL 233-4193
 マーガレット保育園つどいの広場 
TEL 233-8882
 名細保育園つどいの広場 
TEL 233-7551
 バンビ保育園つどいの広場 
TEL 232-9155
紀秀会川越やまだ保育園つどいの広場
TEL 299-5751

 わくわく広場
子育て支援センター　TEL 227-3517

　つどいの広場と同様の事業内容で
す。公共施設を利用して曜日や時間を
限定して開室しています。
 児童センターこどもの城わくわく
広場
 川越駅東口児童館わくわく広場
 高階児童館わくわく広場
 名細公民館わくわく広場
 南古谷第二保育園わくわく広場 
※要予約

 神明町保育園わくわく広場 ※要予約

 高階保育園わくわく広場 ※要予約
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乳幼児向け事業
児童センターこどもの城　TEL 225-7289

川越駅東口児童館　TEL 228-7719
高階児童館　TEL 238-9525

　親子のふれあい遊びを行っていま
す。

家庭訪問型子育て支援事業
ホームスタートかわごえ
TEL 080-9779-8181

　6歳以下の未就学児がいる家庭を
対象に、先輩ママのボランティアがご
自宅を訪問して、子育てをしているマ
マをサポートします。

日時
　月～土曜日、午前9時30分～正午、
午後1時～4時30分（祝・休日、年末年
始を除く）

家庭児童相談室（こども家庭課）
こども家庭課　TEL 224-5821

　子どもたちの健康と幸せを、父母と
いっしょに考える機関です。子どもた
ちに関する発達・ことば・集団生活・家
族関係などについての相談に応じて
います。あらかじめ電話で予約してく
ださい。

日時
　月～金曜日、午前8時30分～午後5
時15分（祝・休日、年末年始を除く）

子どもの発達支援・相談など
川越市児童発達支援センター

TEL 257-6940
相談支援
　お子さんの発達や成長に関しての
さまざまな相談を受け付けています。
言語・運動面・友だち関係・こだわり
等、お子さんの生活全般に関して悩み
を共に考え、お子さんが健やかに成長
していけるよう保護者の皆さんを支
援します。
通園
　通園については、「障害のある方
P82」に掲載しています。
外来療育
障害や遅れ、発達特性に応じて理学

療法士（PT）・作業療法士（OT）・言語聴
覚士（ST）・心理相談員が支援します。
親子教室
　小集団での親子活動を楽しみなが
ら、同年代の子どもと関わり、さまざ
まな遊びや活動を通して、言葉や心身
の発達を促します。

川越市ファミリー・サポート・センター
（川越市社会福祉協議会内）

TEL 225-3828

 ファミリー・サポート・ 
センター事業

　地域において子育ての援助を提供
したい方と依頼したい方を会員とし
て登録し、会員間の合意のもとで保育
施設などへの送迎や帰宅後の預かり
など、子育ての相互援助活動を行いま
す。

日時
　月～土曜日、午前8時30分～午後5
時（祝・休日、年末年始を除く）

緊急サポートセンター事業
緊急サポートセンター埼玉
TEL 048-297-2903

　ファミリー・サポート・センター事
業では対応できない緊急の一時預か
り、病気・病気回復期の児童の預かり、
宿泊を伴う預かり等を会員間の合意
のもとで行う地域の助け合い活動で
す。

日時
　年末年始を除く毎日、午前7時～午
後8時

75

２２０７川越市5(SG180)行政最終.indd   75 2022/06/24   16:45:58



施設名 所在地 電話番号
新宿町保育園 新宿町2丁目12-13 244-0987
今成保育園 今成2丁目5-10 224-3371
霞ケ関保育園 笠幡4036-4 231-0003

霞ケ関第二保育園 かすみ野2丁目
10-1 232-0397

川鶴保育園 川鶴2丁目12-2 233-3017
小室保育園 小室309-2 242-2095
神明町保育園 神明町64-4 222-2776
仙波町保育園 仙波町2丁目21-19 222-2569
大東保育園 豊田本5丁目23-1 243-3210
高階保育園 藤原町27-6 242-0266
高階第二保育園 寺尾190-1 245-6696
高階第三保育園 砂新田1丁目19-2 246-5240

中央保育園 小仙波町2丁目
49-11 222-2661

名細保育園 鯨井1590-1 231-1967

こども家庭課　TEL 224-5821

多胎児産前産後ヘルパー
派遣事業

　多胎児の妊娠中からヘルパーを派
遣して家事などの援助を行います。詳
しくはお尋ねください。

　多子世帯への応援クーポンです。
　第3子以降の子どもが生まれた世
帯に子育て支援サービスなどに利用
できるチケットを配布します。令和4
年度は令和4年1月1日から12月31日
までに第3子以降の子どもが生まれ
た世帯が対象です。川越市は県が配
布する5万円分のチケットに3万円分
の「川越市3キュー子育てチケット」
を上乗せします。詳しくは埼玉県3
キュー子育てチケット事務局にお尋
ねください。

埼玉県3キュー子育てチケット事務局
TEL 0120-39-3192

川越市3キュー子育てチケット

こども家庭課　TEL 224-5821

ひとり親福祉

母子・父子・寡婦への貸し付け
　母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的
自立を図るために、修学資金・就学支
度資金などの福祉資金の貸し付けを
しています。

ひとり親家庭相談
　ひとり親家庭のさまざまな悩みや、
社会生活全般についての相談に応じ
ています。あらかじめ電話で予約して
ください。

日時  月～金曜日、午前8時45分～
午後5時15分（祝日を除く）

ひとり親家庭就業相談
　ひとり親家庭の親に対する、就業
に関するきめ細かいアドバイスや求
人情報・技能修得情報の提供、ハロー
ワークに行く前の事前相談などの相
談に応じています。あらかじめ、電話
で予約してください。

日時 月・水・金曜日、午前8時45分
～午後5時15分（祝日を除く）

母子生活支援施設への入所相談
　母子家庭またはそれに準じる事情
にある家庭を、養育する児童の福祉の
ために母子ともに保護し、支援するた
めの施設への入所相談に応じます。

高等職業訓練促進給付金
　ひとり親家庭の母または父が、資格
（看護師、介護福祉士、保育士、理学療
法士、作業療法士など）取得のための
養成機関に入り、就業または育児と修
業の両立困難な方に、支給します。た
だし、所得制限があります。詳しくは
お尋ねください。

自立支援教育訓練給付金
　ひとり親家庭の母または父が、資格
取得のため指定講座を受講した場合、
受講にかかった費用の60％に相当す
る額（上限・下限あり）を支給します。
ただし、所得制限があります。詳しく
はお尋ねください。

保育
保育園

保育課　TEL 224-5827
　保育園は、保護者が仕事を持ってい
たり、疾病などのため家庭で乳幼児の
保育ができなかったりする場合、「児
童福祉法」に基づき保護者に代わって
保育することを目的とした施設です。
　市内には、市立保育園20園・法人立
保育園41園（分園4園含む）がありま
す。

市立保育園

施設名 所在地 電話番号
名細第二保育園 小堤662-1 232-6876
古谷保育園 古谷上4009-13 235-0888
古谷第二保育園 古谷上6083-5 235-6037
南古谷保育園 並木新町16-15 235-4036
南古谷第二保育園 牛子167-3 243-2767
脇田新町保育園 脇田新町18-9 242-7564

施設名 所在地 電話番号
あゆみ保育園 豊田本1丁目22-3 249-7100
伊佐沼すまいる
保育園 古谷上2237-1 230-1717

おおぞら保育園 大塚新町41-18 245-6666
おがやの里
しもだ保育園 小ヶ谷366-1 299-5400

音羽の森保育園 藤間130-2 241-0200
笠幡菜の花保育園 笠幡731-1 233-1058
風の子保育園 松郷715-1 225-1928
風の子第二保育園 松郷701-3 227-7200
かつらの木保育園 小室40-1 247-8555
貴精保育園 今福1334-1 245-1413
慶櫻南台保育園 南台2丁目12-11 265-8883
さくらんぼ保育園 砂新田6丁目12-8 293-6581
下田保育園 的場北2丁目12-8 231-0750
高の葉保育園 砂90-2 244-4080
ともいき保育園 笠幡1645-125 227-3811
ねむの木保育園 菅原町7-14 225-1663
はるかぜ保育園 大中居571-5 236-2600
バンビ保育園 吉田1029 232-9155
星の子みのり
保育園 木野目1526 256-7032

マーガレット
保育園 天沼新田54-6 233-8882

まきば保育園 藤倉1-17-26 246-8014
増美保育園 岸町3丁目28-1 245-2740
増美保育園田町 田町17-53 256-7793
増美保育園
本川越分園 新富町2丁目32-3 299-6007

増美保育園
川越駅前分園

脇田本町16-13
脇田マスダビル
1階101

248-1311

むさしの保育園 的場420-1 233-4193
芳野保育園 谷中32-5 225-6451
レイモンド川越
保育園 新宿町1丁目17-1 257-6844

川越七歩保育園 新宿町3丁目20-1 265-8799
紀秀会
川越やまだ保育園 山田516-9 299-5751

マーガレット保育園
いなほ分園 小堤900-7 227-3113

さくらんぼ
第二保育園 笠幡237-6 272-7411

かつらの木
第2保育園 野田町1丁目23-1 265-4181

音羽の森
第二保育園 鯨井1862-1 233-5678

どんぐりの森
保育園 小中居296-2 265-4530

おひさま保育園
川越富士見町 富士見町24-14 226-1717

高階すまいる
保育園 諏訪町20-10 265-4885

紀秀会
川越南やまだ保育園 山田2025-5 299-6631

法人立保育園
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施設名 所在地 電話番号

増美保育園川越
脇田本町22-1
埼玉縣信用金庫
3F

238-7011

分園　星の子第2
保育園 並木31-6 293-8784

まーぶるきらり
保育園 砂909-11 293-6677

認定こども園
保育課　TEL 224-5827

　幼稚園と保育園の両方の機能を併
せ持ち、幼児期の教育と保育を一体的
に行う施設です。保育園部分の手続き
については、認可保育園と同様の申し
込みが必要となります。
　幼稚園部分の手続きについては、直
接施設へ申し込んだあと、内定した施
設を通じて支給認定申請書等を市へ
提出する必要があります。

施設名 所在地 電話番号
ひかりの子
認定こども園 藤倉2丁目15-16 245-9489

認定こども園
のぞみ幼稚園 笠幡2764-1 234-5686

認定こども園
泉の森川越 久下戸1880 293-7691

芳野台こども園 下老袋423 227-7881
認定こども園
ふじま幼稚園 熊野町13-10 242-7777

認定こども園
初雁幼稚園 大手町8-5 222-5385

認定こども園
岡田幼稚園 古谷上5440 235-0345

認定こども園
霞ヶ関幼稚園 霞ケ関北6-3-1 231-1777

施設名 所在地 電話番号
あそびのてんさい
新河岸第二保育園 砂新田48-2 241-7332

すみれ保育園 宮元町80-7・
80-6 222-5976

たむら保育園 六軒町2丁目
13-15 225-2391

ちゅうりっぷ園川越

中原町2丁目
2-1NHK文化
センタービル1
階

227-6757

つぼみ保育園 連雀町12-10 222-5778
なのはな第2保育園 並木67-1 236-1940
並木あすなろ保育園 並木101-1 235-5444
ぽっかぽか保育園 南台3丁目2-2 257-4770
まーぶる保育園
しんがし園

砂949-8・
井上ビル101 265-8306

やしのみ保育園
岸町2丁目8-1・
三澤管財川越
ビル1階

249-8188

あそびのてんさい
新河岸保育園

砂新田48-1
MOビル2階 257-5150

ありす保育園
南台3丁目
12-10ベルク
南台1FA

293-5514

うわど保育園 上戸277-21 233-0583
おひさま保育園
川越 南通町6-3 298-3888

めだか保育園 仲町16-1 222-1480

　保護者が仕事や病気などのため、家
庭で保育することができない0歳か
ら3歳未満の低年齢児を対象とした、
定員6人以上19人以下の少人数で行
う保育施設です。保育環境や運営、給
食の提供など一定の基準を満たす施
設を認定しています。手続きについて
は、認可保育園と同様の申し込みが必
要となります。

小規模保育施設
保育課　TEL 224-5827

入園資格
保育園に入園できる児童は、主に下記

のような事情により、保護者が児童を保
育できないことが基準になります。
 児童と離れて家事以外の仕事をす
ることが日常である
 妊娠中であるかまたは出産後間が
ない（産前6週。産後8週）
 肉体的・精神的に疾病・障害を有し
ている
 同居または長期入院している親族
の看護・介護をしている
 震災・風水害・火災等の復旧をして
いる
 求職活動をしている
 上記と同様な状態にあると市長が
認める場合
各園とも定員以上の申請があった場

合、入園基準に該当しても欠員が出る
まで待っていただくことになります。
保育料

　保育料は、その世帯の市民税額によ
り決定します。

手続き
　新年度（4月）入園の申し込み受け
付けは、9～10月頃発行の広報川越で
お知らせする予定です。
　新年度以外の入園は、各月の1日が

必要書類
□  教育・保育給付認定申請書兼保育

利用申請書　□ 児童健康票
□ 保育が必要な旨の証明書
□ 家庭状況調査票　□ その他

入園日です。申し込みは、入園を希望
する月の前月の10日（休日の場合は、
その前日）までに必要書類を用意し、
保育課で行ってください。
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事業所内保育施設
　会社の事業所の保育施設などで、従
業員の子どもと地域の子どもを一緒
に保育します。手続きについては、認
可保育園と同様の申し込みが必要と
なります。

施設名 所在地 電話番号
ミルキーホーム
川越園

菅原町20-2
朝森ビル2階 222-6772

埼玉ヤクルト
保育園かわもぐ
保育ルーム

小仙波町1丁
目5-3 225-0221

秀学会
川越クレアモール
保育園

脇田町12-3 298-7601

かつらの木
ハート保育園 三光町38-2 293-2438

ベビーかろーれ
川越 吉田100-4 230-6010

くっきいず
保育園

元町2丁目
6-1 226-3796

ヤオコー川越
保育園

新宿町1丁目
10-1

246-7004
（ヤオコー人事総務部）

陽だまり保育園 大手町7-8
スペース桜102 277-4223

希望保育園第2 南田島615-6 070-1416-9925
あそびのてんさい
新河岸第三保育園

砂新田2丁目
7-2 293-2162

一時預かり
　保護者が労働・職業訓練・就学など、
または疾病・災害・事故・出産・看護・介
護・冠婚葬祭・裁判員に選ばれた場合
などで一時的に家庭保育が困難なと
きに、下記の保育園で子どもを保育し
ます（保育園によって、対象年齢が異
なります）。
　なお、必ず事前に保育園に詳細をお
尋ねください。
 中央保育園 小仙波町2丁目49-11
 大東保育園 豊田本5丁目23-1
 高階保育園 藤原町27-6
 下田保育園 的場北2丁目12-8
 むさしの保育園 的場420-1
 貴精保育園 今福1334-1
 増美保育園 岸町3丁目28-1
 マーガレット保育園 天沼新田54-6
 芳野保育園 谷中32-5
 風の子保育園 松郷715-1
 はるかぜ保育園 大中居571-5
 風の子第二保育園 松郷701-3

施設名 所在地 電話番号
あしたばこども園
乳児舎

豊田町1丁目
31-9 245-6669

川越ベビーホーム 天沼新田269-1 231-5638
なのはな保育園 並木新町8-10 236-0470
星の子乳児保育園 並木208-1 235-2320
あかり保育園 南大塚3-10-22 247-6883
さくらんぼ
第三保育園 的場2244-2 298-7890

※ 一時預かりの実施園は今後変更の可能性
があります。

延長保育
　全ての保育園で行っていますが、各
保育園で時間が異なります。詳しくは
各保育園にお尋ねください。

病児保育
　保護者の勤務の都合や疾病、事故、
出産などのため、家庭で保育すること
ができない病気または病気回復期の
生後2か月～小学3年生までの児童を
保育します。実施施設は、「育児サポー
ト　アイアイ（愛和病院建物西側奥）」
「みついキッズケア（三井病院3階）」
および「おさるのゆりかご（おぜきこ
どもクリニック内）」と「ハートランド
ともいき（ともいき保育園内）」（病気
回復期のみ）です。手続きについては、
実施施設にお尋ねください。

 こども育成課　TEL 224-5724
 育児サポート　アイアイ
TEL 235-8926

送迎保育
保育課　TEL 224－5827

　朝夕の1日2回、朝は保育ステーショ
ンから指定の保育所等へ、夕方は指定
の保育所等から保育ステーションへ
児童を送迎するとともに、保護者が迎
えに来るまで児童をお預かりします。
 川越市保育ステーション

　運営受託事業者（社福）ともいき会
　中原町2丁目1-9
　子育て安心施設2階
TEL 277-3070

伊佐沼すまいる保育園 古谷上2237-1
 さくらんぼ保育園 砂新田6丁目12-8
おがやの里しもだ保育園 小ケ谷366-1
 かつらの木保育園 小室40-1
 ともいき保育園 笠幡1645-125
 星の子みのり保育園 木野目1526
 紀秀会川越やまだ保育園 山田516-9
さくらんぼ第二保育園 笠幡237-6
高階すまいる保育園 諏訪町20-10
紀秀会川越南やまだ保育園 山田2025-5
川越市保育ステーション 中原町2丁目1-9
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子育て短期支援事業
こども家庭課　　TEL 224-5821
ひまわりルーム　TEL 265-6801
トワイライトステイ事業

　保護者が、仕事やその他の理由によ
り、平日の夜間に不在となり家庭にお
いて養育することが困難になった3
歳から9歳までの児童を保育します。
実施施設は「ひまわりルーム」です。

ショートステイ事業
　保護者が、疾病や育児疲れその他の
理由により、平日家庭において養育す
ることが一時的に困難になった3歳
から9歳までの児童を養育します（宿
泊可）。実施施設は「ひまわりルーム」
です。
　手続きについては、実施施設にお尋
ねください。

幼稚園
川越地区私立幼稚園協会事務局

TEL 222-5385
　小学校以降の教育の基礎を作るた
め、幼児期の教育を行う施設です。
　4時間程度の教育時間に加えて、午
後6時前後まで子どもを預けること
ができる園もあります。
　私立幼稚園（市内には公立の幼稚園
はありません）に入園を希望する方
は、直接幼稚園または上記事務局にお
尋ねください。

　保護者が就労等により昼間家庭に
いない児童を対象に、児童の健全な育
成を図るため、市立32小学校内に学
童保育室を設置しています。
　詳しくは、教育財務課にお尋ねくだ
さい。

学童保育
教育財務課　TEL 224-5107

学童保育室
施設名 所在地 電話番号

新宿学童保育室 新宿町6丁目
9-1 242-6129

泉学童保育室 小室463 245-7232

今成学童保育室 今成2丁目
42-1 225-3747

牛子学童保育室 牛子418 246-0741

上戸学童保育室 上戸390-1 232-4518

大塚学童保育室 大塚2丁目
10-1 245-2552

霞ケ関学童保育室 笠幡177 232-1328

霞ケ関北学童保育室 伊勢原町
5丁目1-1 232-5253

霞ケ関西学童保育室 笠幡3971-4 232-5508

霞ケ関東学童保育室 的場2735-2 232-7959

霞ケ関南学童保育室 かすみ野
1丁目1-4 232-7070

 みついキッズケア
TEL 080-1751-6554
 おさるのゆりかご
TEL 265-8800
 ハートランドともいき
TEL 227-3811

　上記施設とは別に、以下の認可外保
育施設においても病児保育を実施し
ています。詳しくは直接施設にお尋ね
ください。

 ここしあ保育園
TEL 298-5226（病児保育直通）

施設名 所在地 電話番号

あおば幼稚園 下新河岸65-2 244-3010

あそか幼稚園 小仙波町5-4-2 222-1671

かすみ幼稚園 安比奈新田6-1 231-0805

川越幼稚園 中原町1-5-6 222-5139

川越あさひ幼稚園 旭町3-20-6 242-6732

川越白ゆり幼稚園 上戸189-9 232-1121

川越第二ひばり幼稚園 笠幡1600 232-2413

川越なかよし幼稚園 中台元町1-13-1 243-4108

川越ひばり幼稚園 寺山466-1 226-0115

川越双葉幼稚園 幸町5-11 227-5258

川鶴ひばり幼稚園 川鶴3-10 233-2588

新河岸幼稚園 砂665-2 242-5161

第二ひつじ幼稚園 今成2-10-9 225-3208

高階幼稚園 砂新田4-1-1 242-2259

ながさわ幼稚園 鴨田856-2 223-2215

ひつじ幼稚園 仙波町3-6-1 222-1743

ひまわり幼稚園 三久保町16-6 222-2492

ひまわり東幼稚園 郭町2-18-7 224-7950

ひまわり南幼稚園 寿町1-2288 242-4382

施設名 所在地 電話番号

ふくはら幼稚園 今福1780-5 243-4216

藤原白百合幼稚園 藤原町22-10 244-5221

南双葉幼稚園 むさし野1-6 243-1021

みよしの幼稚園 的場1904-11 232-8870

ルンビニ幼稚園 宮元町1-14 222-2538
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児童手当など
児童手当
こども政策課　TEL 224-6278

　中学校修了までの児童を養育して
いる方に支給されます。受給者は父母
のうち所得が高い方となります。出生
や転入の際は、申請の手続きをしてく
ださい。申請を受け付けた翌月分から
手当の対象となります。ただし、月末
の出生や転入の場合、出生・転出予定
日から15日以内の申請で、出生・転出
予定月の翌月分から手当の対象とな
ります。請求事由が発生した後15日
以内に災害などの理由で申請できな
かった場合、理由がやんだ15日以内
の請求でも受け付けできます。
　申請の際は、受給者の健康保険証・
受給者名義の振込先口座のわかるも
の・マイナンバー関係書類（番号確認
書類および本人確認書類）が必要で
す。また、世帯の状況に応じ、別途、書
類が必要になる場合がありますので、
詳しくはお尋ねください。
　申請は、こども政策課（本庁舎3
階）、市民センター・川越駅西口連絡所
および郵送で受け付けます。なお、公
務員の方は勤務先への申請となりま
す。手当受給中に世帯状況等に変更が
生じた場合は、届け出が必要です。
　受給者の所得が所得制限限度額を
超過した場合、児童手当（本則給付）で
はなく、特例給付が支給されます。た
だし、所得上限限度額を超過した場
合、手当は支給されません。
　所得の制限について、詳しくはお尋
ねください。

児童の年齢 児童手当
（月額）

特例給付
（月額）

0～3歳になる月
まで 15,000円

一律
5,000円

3歳～小学校修了
まで（第1・2子）※ 10,000円

〃（第3子以降）※ 15,000円

中学生 10,000円

※ 18歳の年度末までのお子さんから順に数
えます。

※ 令和4年10月支給分の手当から所得上限
限度額が設けられます。

児童扶養手当
こども家庭課　TEL 224-5821

　父母の離婚・死亡などによって、父
または母と生計が同一でない家庭や
父または母に一定の障害がある家庭
で、18歳になる年の年度末までの児
童（一定の障害がある児童は20歳に
なるまで）を養育している方に支給さ
れます。ただし、所得制限があります。
申請を受け付けた翌月分から手当の
対象となります。必要書類など、詳し
くはお尋ねください。なお、手当受給
中に世帯状況等に変更が生じた場合
は、届け出が必要です。

支給対象 支給額（月額）

1人目 10,160円～43,070円

2人目加算額 5,090円～10,170円

3人目以降加算額 1人につき
3,050円～6,100円

特別児童扶養手当
こども政策課　TEL 224-6278

　精神または身体に一定の障害があ
る20歳未満の児童を家庭で養育して
いる父母、またはそれに代わる方に支
給されます。ただし、所得制限があり
ます。申請を受け付けた翌月分から手
当の対象となります。請求事由が発生
した後15日以内に災害などの理由で
申請できなかった場合、理由がやんだ
15日以内の請求でも受け付けできま
す。必要書類など、詳しくはお尋ねく
ださい。なお、手当受給中に世帯状況
等に変更が生じた場合は、届け出が必
要です。

障害の状態 支給額（月額）

1級（重度） 52,400円

2級（中度） 34,900円

遺児手当
こども政策課　TEL 224-6278

　父母のいない（父母が児童と別居
し、扶養していない場合も含み、養護
施設に入所している者を除く）義務教
育修了までの児童の保護者に、遺児1
人当たり月額8,500円が支給されま
す。受給要件など、詳しくはお尋ねく
ださい。

　各市立小学校内に設置している学
童保育室のほか、民間事業者が運営す
る放課後児童クラブがあります。詳し
くは各施設に直接お尋ねください。

施設名 所在地 電話番号

芳野キッズ
（芳野保育園隣接） 谷中32-2 225-6451

（芳野保育園）

学童クラブ
山手ジュニア
（川越本部校）

脇田町17-7 227-5011

学童クラブ
山手ジュニア
（川越西口校）

新宿町
1-20-17 241-1511

学童クラブ
山手ジュニア
（南古谷校）

並木241-1
シャンティー
ビル1号館

236-1222

民間放課後児童クラブ
こども育成課　TEL 224-5724

施設名 所在地 電話番号

川越学童保育室 郭町1丁目
1-1 224-4755

川越第一学童保育室 郭町1丁目21 224-4134

川越西学童保育室 川鶴1丁目5 232-5601

仙波学童保育室 富士見町4-1 222-4877

大東西学童保育室 山城32-5 246-8780

大東東学童保育室 豊田本4丁目
16-1 244-9783

高階学童保育室 砂新田58 244-6753

高階北学童保育室 砂新田1丁目
16-1 245-3906

高階西学童保育室 藤間1102 244-6752

高階南学童保育室 諏訪町12-3 244-4667

中央学童保育室 中原町1丁目
25 224-3999

月越学童保育室 月吉町51 224-6656

寺尾学童保育室 寺尾979-2 246-0740

名細学童保育室 小堤214 232-4519

広谷学童保育室 下広谷558-1 233-4790

福原学童保育室 今福508 246-0036

古谷学童保育室 古谷上5465 235-4725

南古谷学童保育室 木野目1451 235-1863

武蔵野学童保育室 むさし野14-1 242-6132

山田学童保育室 山田167 222-4151

芳野学童保育室 鴨田331 224-7976

児童の健全育成
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児童センター・児童館
児童センターこどもの城

児童センターこどもの城
TEL 225-7289

　プラネタリウム（1人100円・18歳
以上も可）では、星座紹介などを行っ
ています。

 川越駅東口児童館 
（クラッセ川越4階）
川越駅東口児童館　TEL 228-7719

　児童センターこどもの城・川越駅東
口児童館・高階児童館は、健全な遊び
を通して、子どもたち（18歳未満）の
健康を増進し、情操を豊かにすること
を目的とした児童厚生施設です。

 高階児童館 
（高階市民センター1階）
高階児童館　TEL 238-9525

埼玉県川越児童相談所
埼玉県川越児童相談所

TEL 223-4152
所在地  宮元町33-1

　子の養育・発達の遅れ・身体障害・性
格傾向・非行・登校拒否など、18歳未
満の児童を取り巻くさまざまな問題
に応じています。

相談日時
　月～金曜日＝午前8時30分～午後6
時15分（要電話予約）

児童虐待の通告・相談
　児童虐待が疑われるときは、ご連絡
ください（連絡した人が分からないよ
うに配慮しています）。

 こども家庭課 TEL 224-5821
 児童虐待防止SOSセンター
TEL 0120-283-505
 埼玉県川越児童相談所
　TEL 223-4152

 児童相談所虐待対応ダイヤル
TEL 189
 埼玉県虐待通報ダイヤル
TEL ＃7171

　中学3年生（15歳になる年の年度
末）までの子どもについて、医療費の
うち、医療保険適用後の一部負担金
（食事療養標準負担額を除く）を助成
します。
　対象となる子どもには、出生届・転
入届提出の際に登録申請書をお渡し
します（出生届を市外または休日・夜
間に提出した場合は後日郵送）。健康
保険証・振込口座が分かるもの・マイ
ナンバー関係書類（番号確認書類及び
本人確認書類）を持参し、こども政策
課（本庁舎3階）、市民センター・川越
駅西口連絡所で早めに申請してくだ
さい。

医療費助成
こども医療費の助成

こども政策課　TEL 224-6278

　登録申請書については、郵送での申
請も受け付けます。

　父母の離婚・死亡などによって、父
または母と生計が同一でない家庭や、
父または母に一定の障害がある家庭
等で、18歳になる年の年度末までの
児童（一定の障害がある児童は20歳
になるまで）とその養育者が、医療機
関などにかかったときの保険診療に
よる一部負担金および、食事療養標
準負担額を助成します。ただし、市民
税が課税されている方は、入院1日
1,200円、通院1医療機関1か月1,000
円の自己負担金があります（調剤薬局
は除く）。なお、所得制限があります。
原則申請を受け付けた日の診療分か
ら助成の対象となります。必要書類な
ど、詳しくはお尋ねください。また、世
帯状況等に変更が生じた場合は、届け
出が必要です。
※ 令和5年1月から埼玉県内全域の医療機関
が現物給付の対象となりますので、原則窓
口での支払いは必要なくなります。

ひとり親家庭等医療費の助成
こども政策課　TEL 224-6278
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