
○公立

保育所名 所在地 TEL・FAX番号 定員 年齢

○私立

保育所名 所在地 TEL・FAX番号 定員 年齢

※年齢欄：０歳は、生後６か月からです。

中部保育所 豊田一色158番地 059-365-1396 60 １～５

南部保育所 高松280番地1 059-365-1571 110 ０～５

ひばり保育園 豊田85番地1
TEL　059-365-3525
FAX　059-365-0860

120 ０～５

令和４年度　保育所（園）の概要

この概要は、令和４年７月１日現在の状況を基に作成しています。

川越町公私立保育所一覧表

北部保育所 当新田763番地1 059-365-1502 90 ０～５



所在地

設置者

定員

入所児数 0歳児 １歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

0 15 17 20 24 19 95

令和４年７月１日 うさぎ組 ちゅうりっぷ組 すみれ組 つばめ組 5クラス

職員数 園長 主任 保育士 調理員 用務員

1 1 17 3 1

保育時間 　 平　 日　  午前８時３０分～午後４時３０分  （開所時間　午前７時３０分～午後６時３０分）

　 土曜日　  午前８時３０分～午後４時３０分　（開所時間　午前７時３０分～午後５時３０分）

休園日

　市町村民税額に応じて決められています。 （０・１・２歳児）

　（教材、給食、おやつ代も含まれています。）

　２人以上入所された場合は、保育料が軽減される事があります。

　毎月徴収 主食代　　６００円（３歳児以上のみ、町負担３００円・個人負担３００円）

副食代　　４，２００円（ただし、年収３６０万円未満相当世帯及び第３子以降は免除）

　保護者会費 １か年　　１，２００円

　入所時の用品代 ２，０００円～４，０００円程度（年齢により多少異なります。）

保育料

保育料以外の諸経費

川越町立北部保育所

  川越町大字当新田763番地１　　　　　TEL　059-365-1502　　　FAX　059-365-1502

川越町

　　　　　90人　　　　　　　　（０歳児～５歳児）

ひよこ組

日・祝日・年末年始

合計

23



○ 入園、進級式 ○ 運動会
    こどもの日の集い 秋の遠足（０～５歳児）
　　一日保育士運動
○ 保育参観及び講演会 ○
　　交通安全指導 お店屋さんごっこ
　　総合避難訓練(年2回） クリスマス会
　　プラネタリウム見学(5歳児） ○ 社会見学(4・5歳児）
　　プール遊び 豆まき

○ 生活発表会
○ 夏祭り参観及びクラス懇談会 人形劇観賞
　　個人懇談会（５歳児） ひな祭り会
　　祖父母参観 お別れ遠足
　　移動動物園 お別れ会
　　いもほり ○ 卒園式

修了式

     年１回　 検尿

     その他  お茶会(５歳児）　

      ＜特別保育の実施状況＞　　

         園庭開放　　開催日程は広報川越をご覧ください。

　　＜相談＞

　　　　巡回相談、就学相談

　　　  電話による育児相談　　午前１０時～午後３時

年間行事予定

保育参加及び個別懇談会

　　七夕のつどい

（○印は保護者参加の行事）             ※予定が変更となる場合があります。

保育目標

生きる喜びをわかち合い心身ともに健やかにのびる子

　　　　　　　１．心の豊かな子

　　　　　　　１．元気いっぱい遊べる子

　　　　　　　１．自分で考え、行動できる子

         地域の方・高齢者との交流   幼・小・中学生との交流　　　当新田まほろば会との交流

     ※毎月　身体測定、誕生会、避難訓練・防犯訓練

     年２回　 歯科検診、内科検診　　　

                発達支援保育

                英語に親しむ時間

                （３～５歳児）

　　　　長時間保育　午前７時３０分～午後６時３０分



所在地

設置者

定員

1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

7 10 13 20 20

令和４年７月１日 ひよこ組 うさぎ組 たんぽぽ組 ひまわり組 ばら組

園長 主任 保育士 管理栄養士 調理員 用務員 合計

1 1 12 1 2 1 18

保育時間 　 平　 日　  午前８時３０分～午後４時３０分  （開所時間　午前７時３０分～午後６時３０分）

　 土曜日　  午前８時３０分～午後４時３０分　（開所時間　午前７時３０分～午後５時３０分）

休園日

　市町村民税額に応じて決められています。 （０・１・２歳児）

　（教材、給食、おやつ代も含まれています。）

　２人以上入所された場合は、保育料が軽減される事があります。

　毎月徴収 主食代　　６００円（３歳児以上のみ、町負担３００円・個人負担３００円）

副食代　　４，２００円（ただし、年収３６０万円未満相当世帯及び第３子以降は免除）

　保護者会費 １か年　　１，２００円

　入所時の用品代 ２，０００円～４，０００円程度（年齢により多少異なります。）

保育料以外の諸経費

川越町立中部保育所

  川越町大字豊田一色158番地　　 TEL　059-365-1396     FAX　059-365-1396

川越町

　　　　　60人　　　　　　　　（１歳児～５歳児）

入所児数 合計

70

5クラス

職員数

日・祝日・年末年始

保育料



○ 入園・進級式 ○運動会

    こどもの日の集い  　秋の遠足（２～４歳児）

    一日保育士運動 　 消防署見学（５歳児）

○保育参観及び講演会 ○保育参加・個別懇談会

    交通安全指導 　 お店屋さんごっこ

    総合避難訓練（年２回）  　クリスマス会

　　プラネタリウム見学(５歳児） ○社会見学(４・５歳児）

　　プールあそび 　 豆まき

    七夕まつり ○生活発表会

○ 夏祭り参観及びクラス懇談会  　人形劇観賞

○ 個別懇談会（５歳児） 　 ひな祭り会

　  祖父母参観  　お別れ遠足

　  移動動物園 　 お別れ会

　　いもほり

（○印は保護者参加の行事）

　年１回　　検尿

　その他　　お茶会(５歳児）　　

                発達支援保育

   ＜特別保育の実施状況＞　　

　長時間保育　午前７時３０分～午後６時３０分

　園庭開放　　開催日程は広報川越をご覧ください。

　高齢者との交流　　　幼・小・中学生との交流

　＜相談＞

　巡回相談、就学相談

　電話による育児相談　　午前１０時～午後３時

保育目標

生きる喜びをわかち合い心身ともに健やかにのびる子

　　　　　　　１．心の豊かな子

　　　　　　　１．ともだちと元気いっぱい遊べる子

　　　　　　　１．誰にでも思いやりの持てる子

　　　　　　　１．自分で考え、行動できる子

               （３～５歳児）

年間行事予定

○卒園式・修了式

※予定が変更となる場合があります。

　※毎月　　身体測定、誕生会、避難訓練・防犯訓練

　年２回　　歯科検診、内科検診　　

　　　　　　　英語に親しむ時間



所在地

設置者

定員

0歳児 １歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

1 13 12 20 17 13

令和４年７月１日 うさぎ組 ちゅうりっぷ組 ほし組 そら組

園長 主任 保育士 調理員 用務員 看護師

1 1 16 5 2 1

保育時間 　 平　 日　  午前８時３０分～午後４時３０分  （開所時間　午前７時３０分～午後６時３０分）

　 土曜日　  午前８時３０分～午後４時３０分　（開所時間　午前７時３０分～午後５時３０分）

休園日

　市町村民税額に応じて決められています。 （０・１・２歳児）

　（教材、給食、おやつ代も含まれています。）

　２人以上入所された場合は、保育料が軽減される事があります。

　毎月徴収

　保護者会費

　入所時の用品代

日・祝日・年末年始

川越町立南部保育所

  川越町大字高松280番地1 TEL　059-365-1571     FAX　059-365-1571

川越町

　　　　　110人　　　　　　　　（０歳児～５歳児）

入所児数 合計

76

ひよこ組 5クラス

職員数

合計

26

保育料

保育料以外の諸経費

１か年　　１，２００円

２，０００円～４，０００円程度（年齢により多少異なります。）

主食代　　６００円（３歳児以上のみ、町負担３００円・個人負担３００円）

副食代　　４，２００円（ただし、年収３６０万円未満相当世帯及び第３子以降は免除）



  生きる喜びをわかち合い心身ともに健やかにのびる子

　    　１．心の豊かな子

　    　１．思いやりがあり、友だちや自分を大切にできる子

　    　１．自分で考え行動し、のびのびと自己表現できる子

　    　１．人の話が聞ける子

○入園・進級式 ○運動会

    こどもの日の集い    秋の遠足（０～４歳児）

　　一日保育士運動    消防署見学（５歳児）

○保育参観及び講演会 ○保育参加及び個別懇談会

    交通安全指導    お店屋さんごっこ

    総合避難訓練（年２回）    クリスマス会

    プラネタリウム見学(５歳児） ○社会見学（４・５歳児）

　　プール遊び    豆まき

    七夕まつり ○生活発表会

○ 夏祭り参観及びクラス懇談会    人形劇観賞

○個別懇談会（５歳児）    ひな祭り会

    お月見会    お別れ遠足

    祖父母参観    お別れ会

    移動動物園 ○卒園式

　　いもほり    修了式

（○印は保護者参加の行事） ※予定が変更となる場合があります。

　   　※毎月　身体測定、誕生会、避難訓練・防犯訓練

　   　年２回　 歯科検診、内科検診

　   　年１回　 検尿

　  　 その他   お茶会(５歳児）

                    英語に親しむ時間　 

   　　　　   　  （３～５歳児）

      ＜特別保育の実施状況　＞

　　　　長時間保育　午前７時３０分～午後６時３０分

　　　　 園庭開放　　開催日程は広報川越をご覧ください。

　　　　地域の方・高齢者との交流　　  幼・小・中学生との交流

　 　＜相　談＞

　　　　巡回相談、就学相談

　　　　電話による育児相談  　　午前１０時～午後３時

年間行事予定

　　　　　　　　　発達支援保育

保育目標



ひばり保育園

所在地
川越町大字豊田８５番地１　　ＴＥＬ　３６５－３５２５

ＦＡＸ　３６５－０８６０

設置者 社会福祉法人宏育会

定員 120人

入所数

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ５歳 合計

17 24 22 24 24 22 133

４歳

６クラス

職員数

園長 主任 保育士 管理栄養士 看護師 調理員 その他 事務員

令和４年７月１日 ひよこ組 りす組 うさぎ組 きりん組 ぞう組

合計

1 2 22 1 1 5 2 1 35

開所時間
月曜日～土曜日　　午前７時００分～午後７時００分

（通常保育は午前８時３０分～午後４時００分）

休園日 日・祝日・年末年始

保育料

市町村民税額に応じて決められています。　　　　（０・１・２歳児）

　（教材、給食、おやつ代も含まれています。）

２人以上入所された場合は、保育料が軽減される事があります。

　毎月徴収　　主食代　　　６００円（３歳児以上のみ、町負担３００円・個人負担３００円）

保育料以外の諸経費

　　　　　　　　　副食代　　　４，２００円（ただし、年収３６０万円未満相当世帯及び第３子以降は免除）

　保護者会費　　　　　　　　１か年　　１，２００円

　入所時の用品代　　　　　２，０００円～４，０００円程度（年齢により多少異なります。）



○入園式 ・消防署見学（５歳児）

・遠足（春・秋） ・秋の遠足（０・１・２・３・４歳児）

・プラネタリュウム見学（５歳児） ○社会見学（４・５歳児）

〇家庭訪問 ・芋ほり

○保育参観（５月） ・移動動物園

・交通安全指導 ○生活発表会

・総合避難訓練 ･クリスマス会

・プール遊び ･人形劇観賞

・たなばたまつり ･豆まき

○夏祭り ○保育参観（２月）

・お泊り保育（５歳児 ・ひな祭り会

・お店屋さんごっこ ・お別れ遠足

○祖父母参観 ・お別れ会

・お月見会 ○卒園式

（○は保護者参加の行事）　　　　　　　　　※予定が中止及び変更する場合があります。

　　　★特別保育の実施状況

　　　＊延長保育事業（午前７：００～午後７：００）　　＊発達支援保育

　　　＊地域交流事業・・・地域の方・高齢者との交流　　異年齢児との交流　　中学生との交流

　　　＊子育て支援事業　　　　＊一時保育事業

　　　・遊ぼう会（月４回程度　　１０：００～）   　・出前保育（月３回）　　　・なかよし会（年６回）

　　　★相談　　　・巡回相談、　就学時相談　　　・電話による育児相談　　午前１０：００～午後３：００

                  英語に親しむ時間（３・４・５歳児）

保育目標

　　　　生きる喜びを分かち合い心身共に健やかに伸びる子

　　　　　　１　心豊かな子ども

　　　　　　１　友達と元気いっぱい遊べる子ども

　　　　　　１　自分で考え行動できる子ども

　　　　　　１　生活体験を広げ、表現活動の豊かな子ども

　　　　　　１　最後までやり抜く気持ちをもてる子ども

年間行事予定

　　　★毎月　身体測定、　誕生会、　避難訓練（防犯訓練）

　　　 年2回　歯科検診、　内科検診

        年1回  検尿

       その他  教室（音楽遊び・絵画・体操など）


