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４-２１ 
栄保育園 

（新座市） 

■園 長：柴田 富士子 

■設 立：昭和 46 年 4月（平成 16 年 4月建替え移転） 

■住 所：〒352-0014 新座市栄 2－8－17 

■電 話：048（477）4626  ■ＦＡＸ：048（477）9300 

■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 25 名 25 名 26 名 土曜 7:00～19:00 

保育年齢 ２か月～ 一時保育 
平日 8:30～16:30 

土曜なし 
０歳児クラスの 

利用可能時間 

6 か月未満 

8:30～16:30 
土曜なし 園庭 あり ３歳児以上給食費 5,500 円/月 

駐車場 あり（４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、

仮設プール、子育て支援セン

ター「るーえん」（NPO 法人）、

エレベーター完備（るーえん専用）

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  

「子どもも大人も みんななかまの保育園」 

☆ 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、意欲のある、豊かに表現する子どもに 

☆ 仲間と共に生活し、やさしさをもてる子どもに 

 

一時保育や地域支援センター「るーえん」（NPO 法人）が併設されています。ぜひご利用くだ

さい。これからも家庭、地域、保育園と一緒に連携して子どもたちを見守っていきたいと思

っています。 

 

 

  

・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歳、３歳、４歳・歩き遠足・ 

    ５歳バス遠足・プラネタリウム鑑 

賞(５歳児)・人形劇鑑賞(５歳児) 

・その他：各月で誕生会・料理保育・ 

５歳児特別保育・七夕・豆まき 

 

・日程内容については多少の変更があります。 

・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。 



 

４-２２ 新座どろんこ保育園 
（社会福祉法人どろんこ会） 

■園 長：新居 一枝 

■設 立：平成 26 年 4月 

■住 所：〒352-0012 新座市畑中 2-17-34 

■電 話：048（480）3133  ■ＦＡＸ：048（480）3136 

■ホームページ：https://www.doronko.jp/facilities/doronko-niiza/ 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 

（69 名） 6 名 12 名 12 名 13 名 13 名 13 名 土曜 7:00～20:00 

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 
同上 

園庭 あり ３歳児以上給食費 7,500 円/月 

駐車場 
あり（１２台） 

※ 7:00～8:10 使用不可 

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 

冷暖房、組立プール、勝手籠 

地域子育て支援室ちきんえっぐ 

短時間 

7:00～8:30 500 円/30 分 なし 

16:31～19:30 500 円/30 分 なし 

19:31～20:00 1,000 円/30 分 なし 

標準時間 
18:01～19:30 500 円/30 分 5,000 円/30 分 

19:31～20:00 1,000 円/30 分 10,000 円/30 分 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

保育理念 

にんげん力。育てます。 

「にんげん力」を身につけるために必要なあそび･野外体験を提案実践し“自分で考えて、 

行動する力”を育みます。 

畑仕事、ヤギの世話、雑巾がけ、銭湯で裸の付き合い 

…私たちは、真に必要な体験を追及し、にんげん力を育てる保育園です。 

 

春：おにぎり作り、歯磨き指導、雨降り散歩 

田植え（１泊２日・有料／参加任意） 

夏：プール、どろんこ祭り、七夕祭り、 

  流しそうめん、夏野菜カレー作り 

秋：お月見団子作り、火起こし体験、焼き芋、 

稲刈り（１泊２日・有料／参加任意）、 

運動会 

冬：お楽しみ遠足、クッキング、生活発表会、 

節分、ひな祭り 

どろんこ祭り 

https://www.doronko.jp/facilities/doronko-niiza/


 

４-２３ まきば第二保育園 
（社会福祉法人まきば福祉会） 

■園 長：榎本 弘匡 

■設 立：昭和 52 年 4月 

■住 所：〒352-0016 新座市馬場1-2-8 

■電 話：048（479）6070  ■ＦＡＸ：048（477）8321 

■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 

（71 名） 6 名 8 名 12 名 15 名 15 名 15 名 土曜 7:30～16:30 

保育年齢 ８か月～ 一時保育 平日 8:30～16:30 ０歳児クラスの 

利用可能時間 

【1 歳未満児】 

平日:8:30～16:30 

土曜:8:30～12:30 園庭 あり ３歳児以上給食費 6,000 円/月 

駐車場 あり（１０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 

屋内プール 

全室冷暖房完備 

短時間 
7:00～8:29 200 円/30 分 なし 

16:31～19:00 200 円/30 分 なし 

標準時間 
― ― ― 

18:01～19:00 200 円/30 分 2,000 円/30 分 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

【保育目標 保育の特徴】 

自然の中で明るくのびのびした保育 

 

【保育方針】 

健康な子どもに 

よく見て、よく聞き、よく考える子どもに 

仲間と共に行動し仲間を大切にする子どもに 

 

春：入園式、プラネタリウム観賞 

夏：園内お泊り保育、七夕、盆踊り花火大会

秋：運動会、いもほり、ハロウィン、 

平林寺散歩、園外保育 

冬：クリスマス会、たこあげ、豆まき、 

卒園遠足、人形劇観賞 

 



 

４-２４ 妙音沢もみじ保育園 
（社会福祉法人山吹会） 

■園 長：瀬野 敦子 

■設 立：平成 23 年 4月 

■住 所：〒352-0016 新座市馬場3-8-20 

■電 話：048（486）9673  ■ＦＡＸ：048（486）9908 

■ホームページ：http://www.ans.co.jp/n/myoonzawamomiji/  
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 

（60 名） 8 名 8 名 10 名 11 名 11 名 12 名 土曜 7:30～18:00 

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: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※ 

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(大型プール屋上設置) 

ランチルーム 1F  

第一園庭・第二園庭  

※駐車場は、送迎時のみ園庭を開放 

短時間 
7:00～8:29 200 円/30 分 なし 

16:31～19:00 200 円/30 分 なし 

標準時間 
－ － － 

18:01～19:00 200 円/30 分 2,000 円/30 分 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

【保育目標】 

「子どもたち一人ひとりが一日一日を楽しいと思える保育」 

 

【保育園の特色】 

☆ 誕生日バイキング（毎月） 

☆ リズムあそび・クッキング（月１回） 

☆ 知育教室・こぐま会（２歳～５歳・月２回） 

☆ サッカー教室（5歳） 

☆ 体操教室（1歳～5歳） 

☆ 保護者の保育士体験 

春：入園式、野菜苗植え、子どもの日集会、

春の親子遠足、じゃがいも堀り 

夏：七夕集会、夏祭り、すいか割り 

秋：運動会、おいも堀り、焼き芋会、 

秋のバス遠足（４歳～５歳） 

冬：お楽しみ会、お別れ遠足、生活発表会 

 

 

○36  

ホームセンター 

馬場運動場 

宅急便 

市立第三 
中学校 

県立新座 
高等学校 

市立第四 
小学校 

大橋 黒目川 
妙音沢もみじ保育

市営墓苑 → 

マンション 

アパート 

コンビニ 

ガソリンスタンド 

http://www.ans.co.jp/n/myoonzawamomiji/


 

４-２５ 

竹の子保育園 
（社会福祉法人さわらび会） 

■園 長：近藤 満 

■設 立：平成 24 年 4月 

■住 所：〒352-0014 新座市栄 3-4-5 

■電 話：048（423）4653  ■ＦＡＸ：048（423）4674 

■ホームページ： 法人  http://www.sawarabikai.jp 

保育園 http://www.takenokohoikuen.jp 
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 

（60 名） 8 名 8 名 11 名 11 名 11 名 11 名 土曜 7:30～18:00 

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 
平日:7:00～18:00 

土曜:7:30～17:00 園庭 あり ３歳児以上給食費 8,000 円/月 

駐車場 あり（５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 

冷暖房 

園庭 

プール（夏時期） 

短時間 
7:00～8:29 200 円/30 分 なし 

16:31～19:00 200 円/30 分 なし 

標準時間 
― ― ― 

18:01～19:00 200 円/30 分 2,000 円/30 分 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

【保育方針】 

・家庭に近い環境設定を整え、子どもたちがゆったりと過ごせる保育をします。 

・音楽に親しみ、情緒と心を育てます。 

 

【保育園の特色活動予定】 

・英語あそび ・リズム体操（職員による）  

・食育活動  ・ピアニカ 

※さまざまな行事や体験を通して、子どもたちは成長していきます。子どもたちにとって、

程良い経験ができる環境を整えていきます。 

春：入園を祝う会、遠足 

夏：七夕、プール開き、お泊り保育（５歳）

秋：運動会、お芋ほり 

冬：クリスマス会、節分、消防署見学、 

お別れ遠足（４,５歳）、卒園式 

 

http://www.sawarabikai.jp
http://www.takenokohoikuen.jp


 

４-５１ にいざ馬場保育園 
（特定非営利活動法人 

   NAKED HEART SPORTS ） 

■園 長：松本 聡子 

■設 立：平成 28 年 4月 

■住 所：〒352-0016 新座市馬場 3-11-13 瀧商新座ビル 102 

■電 話：048（483）4972  ■ＦＡＸ：048（483）4973 

■ホームページ：www.nakedheartsports.net/ 
小規模保育施設 

■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 

（11 名） 1 名 5 名 5 名 － － － 土曜 7:00～19:00 

保育年齢 ４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 なし ３歳児以上給食費 － 

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 

冷暖房・防犯防災セキュリテ

ィシステム・登降園ＩＣＴシ

ステム・連絡帳アプリケーシ

ョンシステム・ＩＨ調理室・

AED 完備 

短時間 
7:00～8:29 150 円/30 分 なし 

16:31～19:00 150 円/30 分 なし 

標準時間 
18:01～18:30 100 円/30 分 なし 

 18:31～19:00 150 円/30 分 なし 

■保育の特徴など            ■主な年間行事  

【保育目標】 

社会を学び努力をし、仲間と呼べる沢山の人と出会い遊びの中で経験を積み重ね相手を思い

やる「心」を育みます。 

 

【保育の特徴】 

・コットベットリースサービス（希望者のみ業者との直接契約） 

清潔、安全、お布団交換などの保護者さまご負担が軽減できます。 

・アレルギー除去食対応 

入園式          

虫歯予防デーの会     

七夕の会         

夏祭り          

すいかわり 

敬老の日お手紙投函 

交通安全指導 

クリスマス会 

七草の会       避難訓練 

鏡開き        身体測定 

節分の会       誕生会 

ひな祭りの会     卒園式 



 

４-５２ 
元気キッズ新座栄園 

（株式会社 SHUHARI） 

■施設長：栂谷内 友美 

■設 立：平成 29 年 4月 

■住 所：〒352-0014 新座市栄 4-6-3 田中屋ビル 2 階 

■電 話：048（479）1337  ■ＦＡＸ：048（479）1337 

■ホームページ： http://www.genki-kids.net 
小規模保育施設 

■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 

（19 名） 3 名 8 名 8 名 － － － 土曜 7:00～18:30 

保育年齢 ６か月～ 一時保育 
※1 

平日:7:30～18:30 
０歳児クラスの 

利用可能時間 
同上 

園庭 なし ３歳児以上給食費 － 

駐車場 なし 

延長 

保育必要量 利用時間 スポット料金 月額料金 

施

設

概

要 

冷暖房完備 

園バスあり 

※1 一時保育は、定員に空き

がある場合のみ実施 

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 

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

18:31～19:00 250 円/30 分 2,000 円/30 分 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

元気キッズは、埼玉県内で保育園、発達支援など１０の事業を展開しています。 

★元気キッズ 保育４つの特徴★ 

元気キッズが取り組むのは子ども自身が未来を切りひらいていくための土台づくりです。子どもたちの 10 年後、20 年後を見据え

て「自分で選択し、決断できる力をやしなうこと」を軸とした保育を行っています。 

１、子どものありのままの姿を受け止め寄り添う保育 

２、1 人ひとりを尊重し「丁寧に伝える」保育 

３、自ら遊びを選択するコーナー保育 

４、創造する力、協働する力、対話する力を育む探求学習 

★給食★ 

子ども自身がどう食べるか選ぶ、楽しむ給食です。アレルギーや宗教食にも対応可。 

★活動★ 

バス遠足、連携園や市内の元気キッズ保育園との交流 

★連携★ 

3 歳児以降の進級は「元気キッズ新座池田園」になります。（希望者のみ） 

★その他★ 

連絡帳や登園管理、会計は保育アプリで行います。 

春：歯科検診、内科健診、親子茶話会 

夏：プール、水遊び、七夕、夏祭り 

秋：サツマイモ掘り、ハロウィン 

冬：クリスマス会、節分、親子楽しみ会 

 

 

 

http://www.genki-kids.net


 

４-５３ 
保育室クローバー 

（田中 寿子） 

■施設長：田中 寿子 

■設 立：平成 28 年 4月 （平成 30 年 5 月移転） 

■住 所：〒352-0014  新座市栄 2-10-30 

■電 話：048（483）2255  ■ＦＡＸ：048（483）2255 

■ホームページ：http://ameblo.jp/hoikushitsu-kuro-ba/ （ブログ） 
小規模保育施設 

■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 7:30～18:30 

（8 名） 2 名 3 名 3 名 － － － 土曜 土曜保育なし 

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 
同上 

園庭 ※ ３歳児以上給食費 － 

駐車場 あり（１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 

エアコン、空気清浄機、 

床暖房、浄水器使用 

※園庭は夏季プール時のみ使用  

短時間 
7:30～8:29 150 円/30 分 なし 

16:31～18:30 150 円/30 分 なし 

標準時間 
－ －  

－ －  

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

小規模保育施設の中でも、少人数の保育室ですので家庭で保育するのと同様にきめ細かな保

育を目指しています。 

生後２か月から２歳児までのお子さんの、家庭的保育です。 

保育の様子も、保育日誌はもちろんブログにより写真でも見られるように毎日更新して報

告しています。 

保育室全体が、保育士・保護者・子供たちと一つの家庭のような保育室を目指します。 

 

・誕生会（各月）、お別れ会(３/３１) 

・ブログ更新を毎日していますので是非ご

覧ください。アメブロ「８人の小人たち」 

http://ameblo.jp/hoikushitsu-kuro-ba/


 

４-５４ すくすく新座栄園 

（株式会社 エーホー） 

■施設長：川畑 みのり 

■設 立：平成 31 年 4月 

■住 所：〒352-0014 新座市栄 3-13-1 

■電 話：048-423-3616  ■ＦＡＸ：048-423-3616 

■ ホ ー ム ペ ー ジ ： －  
小規模保育施設 

■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 

（15 名） 3 名 6 名 6 名 － － － 土曜 7:30～18:00 

保育年齢 生後６か月～ 一時保育 なし ０歳児クラスの 

利用可能時間 

平日:8:30～18:00 

土曜:なし 園庭 なし ３歳児以上給食費 － 

駐車場 なし 

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 

冷暖房完備 

床暖房完備 

短時間 
7:00～8:29 0 円 なし 

16:31～19:00 200 円/30 分 なし 

標準時間 
－ － － 

18:01～19:00 200 円/30 分 なし 

■保育の特徴など              ■主な年間行事  

【園目標】 
みんな仲良く、すくすく育つ園 
 
一人ひとりの心に寄り添いながら、無理なく過ごすことが出来るよう生活のリズムを作っ
ていきます。子どもたちの笑顔を大切に落ち着いた雰囲気の中で、園の名前の由来のよう
にすくすくと成長をしていく環境づくりをしていきたいと考えております。 

 

・誕生日会 

・七夕 

・お楽しみ会 

・節分 

・ひな祭り 

 


