
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域３ 

地域２ 

1-3 保 山びこ保育園 

保 保育園 

認 認定こども園 

（保育年齢０～５歳） 

1-38 認 認定こども園第二新座幼稚園 

1-4 保 北野の森保育園 

1-2 保 北野保育園 

地域１ ＜新座、中野、大和田、北野＞ 

1-1 保 新座保育園 



 

1-1 新座保育園 
（新座市） 

■園 長：高野 光代 

■設 立：平成 27 年 4月 

■住 所：〒352-0006 新座市新座 2－14－60 

■電 話：048（477）4627  ■ＦＡＸ：048（477）7172 

■ホームページ：－ 
保育園 

■保育園 DATA 保育園所在地 

定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 
開園時間 

平日 7:00～19:00 

（120 名） 8名 16名 20名 24名 26 名 26 名 土曜 7:00～19:00 

保育年齢 ６か月～ 一時保育 なし ０歳児クラスの 

利用可能時間 
同上 

園庭 あり ３歳児以上給食費 5,500 円/月 

駐車場 あり（３台） 

延長 

保育料金 

保育必要量 利用時間 スポット料金 月額料金 

施

設

概

要 

全室冷暖房完備 

床暖房完備 

プール 

早延長ルーム（なかよし） 

短時間 
7:00～8:29 150 円/30 分 1,200 円/30 分 

16:31～19:00 150 円/30 分 1,200 円/30 分 

標準時間 
18:01～18:30 100 円/30 分 800 円/30 分 

18:31～19:00 150 円/30 分 1,200 円/30 分 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

【保育の目標】 

＊心身ともに健康な子どもに！ 

＊地域の自然や人々とのふれあいを通し、意欲があり、豊かに表現する子どもに！ 

＊仲間とともに生活し、やさしさを持てる子どもに！ 

＊保護者と力を合わせて共育ちを！ 

＊地域の子育て、子育ちを応援する！ 

【新座保育園の特色】 

・安全で整備された歩道・充実した公園や、柳瀬川の土手・子どもの川などの自然に恵まれた環境 

・５歳児を中心とした荒馬踊りや太鼓などの伝統芸能の取り組み 

・月１回の全体リズム 

・週１回の絵本の貸し出し 

・法人園との５歳児交流   

・大きな行事：なつまつり、運動会、 

おたのしみ会、卒園式 

・園外保育 ：２,３,４歳遠足、５歳バス遠足、 

プラネタリウム観賞(５歳児)、

人形劇観賞(５歳児) 

・その他  ：料理保育、もちつき、 

おわかれパーティー、 

５歳児特別保育、七夕、節分 

令和３年度４年度の行事は新型コロナウイル

ス感染症対策のため、中止や内容を縮小して行

っています。 



  

1-２ 北野保育園 
（新座市） 

■園 長：細田 紀代美 

■設 立：昭和 48 年 4月 （平成 26年 4月建替え移転） 

■住 所：〒352-0003 新座市北野 2－9－15 

■電 話：048（477）0039  ■ＦＡＸ：048（477）8629 

■ホームページ：－ 
保育園 

■保育園 DATA 保育園所在地 

定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 
開園時間 

平日 7:00～19:00 

（120 名） 6名 16名 20名 26名 26 名 26 名 土曜 7:00～19:00 

保育年齢 ６か月～ 一時保育 なし ０歳児クラスの 

利用可能時間 
同上 

園庭 あり ３歳児以上給食費 5,500 円/月 

駐車場 あり（６台） 

延長 

保育料金 

保育必要量 利用時間 スポット料金 月額料金 

施

設

概

要 

全室冷暖房完備 

床暖房完備 

プール 

短時間 
7:00～8:29 150 円/30 分 1,200 円/30 分 

16:31～19:00 150 円/30 分 1,200 円/30 分 

標準時間 
18:01～18:30 100 円/30 分 800 円/30 分 

18:31～19:00 150 円/30 分 1,200 円/30 分 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

【保育の目標】 

１ 心身ともに健康な子どもに！ 

２ 地域の自然や人々とのふれあいを通し意欲ある、豊かに表現する子どもに！ 

３ 仲間とともに生活し、やさしさをもてる子どもに！ 

４ 保護者と力をあわせて共育ちを！ 

５ 地域の子育て、子育ちを応援する！ 

 

【北野保育園の特色】 

・地域の自然や小動物と触れ合いながらの散歩 

・こま、あやとりなどの伝承あそび 

・絵本の貸し出し 

・伝承芸能に親しむ（荒馬踊り・年長児和太鼓） 

春：入園・進級お祝い会、4,5歳歩き遠足、 

あそぼう会（コーナー遊び） 

夏：プール遊び、七夕、こどもまつり 

秋：運動会（親子参加）、２、３、４歳歩き

遠足、５歳バス遠足、 

ポトフ作り 

冬：おたのしみ会、もちつき、節分、 

うどん作り（祖父母参加）、卒園式 

令和３年度令和４年度の行事は、新型コロ

ナウイルス感染症対策のため中止や内容を

縮小して行っています。 



 

1-３ 山びこ保育園 
（社会福祉法人豊の会） 

■園 長：冨村 千鶴 

■設 立：昭和 55 年 4月（平成 27年 4月建替） 

■住 所：〒352-0004 新座市大和田 4－18－53 

■電 話：048（481）5095  ■ＦＡＸ：048（481）2832 

■ホームページ：http://www.ans.co.jp/u/yutakanokai/ 
保育園 

■保育園 DATA 保育園所在地 

定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 
開園時間 

平日 7:00～20:00 

（102 名） 9名 16名 18名 19名 20 名 20 名 土曜 7:00～19:00 

保育年齢 ２か月～ 一時保育 
平日 8:30～16:30 

土曜 9:00～12:00 
０歳児クラスの 

利用可能時間 

平日： 

０歳  8:30～ 16:30 

満 １ 歳 超  7 : 0 0～ 1 8 : 0 0 

土曜：利用不可 園庭 あり ３歳児以上給食費 6,000 円/月 

駐車場 ８台 

延長 

保育料金 

保育必要量 利用時間 スポット料金 月額料金 

施

設

概

要 

全室冷暖房完備、プール、 

１階保育室床暖房完備(木造) 

地域子育て支援センター｢山ゆり｣ 

居 宅 介 護 支 援 事 業 所 「 山 吹 」 

短時間 

7:00～8:29 0 円 なし 

16:31～19:00 200 円/30 分 なし 

19:01～20:00 250 円/30 分 なし 

標準時間 
18:01～19:00 200 円/30 分 2,000 円/30 分 

19:01～20:00 250 円/30 分 2,500 円/30 分 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

【保育目標】明るく思いやりのある子 ・健やかで元気な子 ・進んでやる子 

・あそび重視の保育。心の根っこ作りに取り組んでいます。 

また異年齢クラス交流も盛んに行い、１つの大きな家族のように過ごしています。 

・親切・丁寧な対応を心掛けています。 

・園庭も広く、体力増進としてマラソン、素足保育を行っています。 

・周辺に自然や公園が多くあり、歩道も完備されており安全に散歩を楽しむことができます。 

・食育として園舎内の畑にきゅうり・オクラ・とうもろこしなどを栽培し自然との触れ合いを大切にしています。  

・地域子育て支援センター山ゆりを併設しており、園庭あそびをはじめ、様々な場面で園児との交流を行っています。  

・平成 27年 4 月、園舎全面建替えをし、新しく木造２階建になりました。 

春：入園式、徒歩遠足(３歳以上）クラス懇談会 

夏：プール、プラネタリウム見学（５歳）、七夕、夕涼み会、 

秋：運動会、徒歩遠足（２歳以上）、移動動物園 

 お店屋さんごっこ、観劇、個人面談、敬老の日祝い会 

冬：クリスマス会、お正月あそび、豆まき、ひなまつり、

お別れ会遠足（５歳）、大きくなったね会(生活発表

会)、卒園式、クラス懇談会 

その他：誕生会（月１回）、避難訓練（月１回）、料理保育、 

地域交流（小学校、高齢者施設等）、身体測定（月１回）、

内科検診、歯科検診 



  

1-４ 北野の森保育園 
（社会福祉法人豊の会） 

■園長：野上 京子 

■設立：平成 13年 4月 

■住所：〒352-0003 新座市北野 3－8－27（本園） 

■電話：048（487）4095  ■ＦＡＸ：048（487）4096 

■ホームページ：http://www.ans.co.jp/u/yutakanokai/ 
保育園 

■保育園 DATA 保育園所在地 

 

定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 
開園時間 

平日 7:00～20:00 

（90 名） 9名 12名 12名 17名 20 名 20 名 土曜 7:00～19:00 

保育年齢 ２か月～ 一時保育 なし ０歳児クラスの 

利用可能時間 

平日： 

年齢０歳 8:30～16:30 

年齢１歳超  7:00～ 18:00 

土曜：利用不可 園庭 あり ３歳児以上給食費 6,000 円/月 

駐車場 あり（２台） 

延長 

保育料金 

保育必要量 利用時間 スポット料金 月額料金 

施

設

概

要 

全室冷暖房完備 

組み立てプール 

短時間 

7:00～8:29 0 円 なし 

16:31～19:00 200 円/30 分 なし 

19:01～20:00 250 円/30 分 なし 

標準時間 
18:01～19:00 200 円/30 分 2,000 円/30 分 

19:01～20:00 250 円/30 分 2,500 円/30 分 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

☆保育目標＜明るく、思いやりのある子・健やかで元気な子・進んでやる子＞ 

・あそび重視の保育・心の根っこ作りに取り組んでいます。 

 異年齢クラス交流も盛んに行い、１つの大きな家族のように過ごしています。 

・親切・丁寧な対応を心掛けています。 

・日常の生活習慣を身につけ、心身の発達を図り、体力増進として、マラソン、素足保育を

行っています。 

・発達に応じて、子どもの出来る事は子どもがします。（着脱、後片付け、配膳、歯磨き） 

☆地域の居宅子育て支援・あそぼう会 園庭解放（平日１０：００～１１：３０） 

東武東上線志木駅から徒歩７分。 

駅近保育園として位置しながらも、近隣には散歩に出かけられる公園がたくさんあります。 

保育ニーズに対応し、保育士、管理栄養士等々による育児相談を実施しています。 

春：入園・進級、春の遠足(３,４,５歳児以上)、 

  クラス懇談会 

夏：プール遊び、夕涼み会、プラネタリウム見学 

秋：秋の遠足、運動会、個人面談、移動動物園 

冬：クリスマス会、お正月あそび、大きくなったね会（生活

発表会）、節分、卒園式 

☆季節に応じて料理保育、園外保育(お散歩・ 

遠足)を多く取り入れています。 

☆誕生会(毎月)、避難訓練(毎月)、身体測定（毎月） 



 

 

1-３８ 認定こども園第二新座幼稚園 

（学校法人竹内学園） 

■園 長：竹内 勘次 

■設 立：平成 27 年 4月 

■住 所：〒352-0006 新座市新座 3－4－12 

■電 話：048（477）1010  ■ＦＡＸ：048（478）2763 

■ホームページ：http://niiza.ed.jp「新座幼稚園」で検索 
認定こども園 

■保育園 DATA 認定こども園所在地 

定員 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 
開園時間 

平日 7:30～18:30 

（108 名） 6名 12名 18名 24名 24 名 24 名 土曜 7:30～18:30 

保育年齢 ８か月～ 一時保育 なし ０歳児クラスの 

利用可能時間 
同上 

園庭 あり ３歳児以上給食費 8,400 円/月 

駐車場 あり（４台） 

延長 

保育料金 

保育必要量 利用時間 料金 

施

設

概

要 

全室冷暖房完備、乳幼児室（床

暖房）、プール、ホール、絵本コ

ーナー、厨房設備、エレベーター 

短時間 

7:30～8:30 250 円／月額上限なし 

16:30～17:00 250 円／月額上限なし 

17:00～17:30 250 円／月額上限なし 

17:30～18:30 250 円／月額上限なし 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

【教育・保育方針】 

～私たちの願い～  

人間性豊かな 明るく 元気で たくましい子ども達に育てる 

☆生まれてから、就学前の幼児教育まで受けられる施設。 

☆乳児保育と幼児教育を連携した施設で、長時間保育を柔軟に 

取り入れ、家庭的保育の中に幼児教育カリキュラムを連動させ一人一人の子どもを育んでいきます。 

☆乳児と幼稚園児が一つの園舎内で遊びを通して互いの心を育んでいきます。 

 

※２歳児から３歳児に進級する際に入園手続が必要になります。 

※上記の「３歳児以上」は２号認定児の金額になります。 

※この他にも経費がかかる場合がありますので、詳細は園に直接お問い合わせください。 

春：入園式・進級式、園外保育、野菜栽培、

交通安全指導 

夏：プール、お泊り保育、夏祭り 

秋：祖父母参観、運動会、お芋ほり、 

園外保育 

冬：おもちつき、クリスマス会、 

おゆうぎ会、おんがく会、クッキング、 

ごっこ遊び、卒園遠足 

※課外授業など：体操、新体操、絵画教室、 

サッカー、花まる学習会（小学生対象）、 

ペンシリア（えんぴつ） 

 

経費 入園料 保育料（月額） 教育充実費（月額） 施設維持費（月額） 給食費（月額） 制服代等

0～2歳児 0円 市決定 0円 2,000円 ０円 0円

３歳児以上 60,000円 無償化 3,000円 2,000円 7,700円 45,000円

※2歳児から3歳児に進級する際に入園手続きが必要になります。その他詳しくは園に直接お問い合わせください。

2,200 円 

2,200 円 8,400 円 


