
※変更になる場合がございますが、ご了承ください。 ※ 延長や土曜日の預かりに関する詳細(対象月齢・条件等)、この一覧に載っていない情報については、施設に直接ご確認ください。
令和4年9月1日現在

保育所 所在地 近隣施設等 電話番号 保育時間 延長保育（有料） 受入年齢(満) 定員
一時
保育

制服
３歳以上児

主食代
3歳以上児

副食費
備考

上野台保育所 上野台1-1-1 市役所南側 049-261-2841 130 ○

霞ケ丘保育所 霞ケ丘1-5-5 六道地蔵脇 049-261-0612 120 ○

滝保育所 長宮2-1-23 長宮神社近く 049-264-3867 90

新田保育所 新田1-4-23 駒西小学校近く 049-264-5405 １歳児～ 90

大井保育所 市沢2-5-1 市沢公園西側 049-263-5200 生後３か月～ 100

たんぽぽ保育園 駒林79-2 駒林会館近く 049-263-0857
18:00～20:00

（土曜日は18：00まで）
利用時間により
2,000円～5,000円

120 ○ 月額1,500円

ふじみ野なかよし保育園
上福岡1-12-8

分園：上福岡1-4-1
上福岡北口郵便局前 049-266-6662 132 ０歳児、１歳児は分園です。

花の木なかよし保育園 花ノ木1-1-2 花の木中学校隣 049-267-1000 120

かすが保育園 東久保1-38-1 亀久保小学校北側 049-261-4714
18:00～20:00

（土曜日は19：00まで）
利用時間により3,000円～5,500円
単発利用1回300円～550円

100

風の里保育園 大井1125-4 大井中学校南側 049-263-8355
18:00～20:00

（土曜日は18：00まで）
90 ○ 土曜日は満１歳～利用可

ゆずり葉保育園 鶴ケ岡4-16-1
　県営鶴ケ岡住宅
　南側

049-263-8526
18:00～20:00

（土曜日は18：00まで）
120 ○ 土曜日は満１歳～利用可

麦っ子保育園 ふじみ野3-10-2 大井東中学校西側 049-264-3768
18:00～19:00

（土曜日も同じ）
利用時間により2,000円～3,000円
一回利用30分200円

60 月額2,000円

たんぽぽ第二保育園 西2-12-25 西小学校近く 049-256-5778
18:00～19:00

（土曜日は18：00まで）
利用時間により
2,000円～3,000円

110 ○ 月額1,500円

亀久保ひまわり保育園 亀久保4-12-33
　ふじみ野駅入口
　交差点近く(旧道)

049-264-5515
18:00～19:30

（土曜日は18：00まで）
利用時間により、2,000円～4,000円
※1回利用の方は30分200円

120 月額2,000円

三丁目すまいる保育園 上福岡3-10-7
　上福岡三丁目
　児童公園近く

049-257-6653
18:00～19:00

（土曜日は18：00まで）

登録制月額3,000円　緊急利用一回300円
（原則1歳児クラス～）※短時間認定7:00～8:00
16:00～18:00利用は30分100円

生後３か月～
２歳児

60

卒園後は連携施設（となりのすまいる保育園）
の他、空きのある市内認可保育施設に入園で
きます。
土曜日は鶴ケ岡すまいる保育園にて合同保育

ふじみ野どろんこ保育園 亀久保1256-6
　しみず整形外科
　ｸﾘﾆｯｸ近く

049-257-4162
18:00～20:00

（土曜日も同じ）
特別延長保育5,000～25,000円(月極）
１回利用500円～(スポット）

102 ○ 月極・スポット共に夕食提供あり（別料金）

上福岡おひさま保育園 上福岡5-1-2
上福岡駅西口交番
近く

049-261-3000
標準認定：7:30～18:30

短時間認定：8:30～16:30

18:30～20:00
（土曜日は18：30まで）
原則１歳児～
(当該年度4月1日時点)

利用時間により、3,500円～5,000円
※短時間利用の方は30分300円～1,000円

120 土曜日は満１歳～利用可

緑保育園 亀久保1-13-2 亀久保中央公園近く 049-261-2733
18:00～19:00

（土曜日は18：00まで）
利用時間により、2,000円～4,000円
※1回利用の方は30分ごと200円～400円

103 月額2,000円

鶴ケ岡すまいる保育園 鶴ケ岡3-19-80
ｺｽﾓｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ
七彩の街近く

049-265-5123
18:00～19:00

（土曜日は18：00まで）

登録制月額3,000円　緊急利用一回300円
（原則1歳児クラス～）※短時間認定7:00～8:00
16:00～18:00利用は30分100円

102 ○ 月額2,200円
土曜日は三丁目すまいる保育園と
合同保育(場所：鶴ケ岡すまいる保育園)

子どものその苗間保育園 苗間390-5
ﾄﾅﾘｴの線路挟んで
反対側の大井陸橋脇

049-264-3333
18:00～19:00

（土曜日は18：30まで）

標準認定　月額2,500円　1回利用400円
短時間認定　7：00～8：00　150円
　　　　　　　　16：00～18：00　200円
　　　　　　　　18：00～19：00　400円
※いずれも満1歳から利用可能

99 ○ ○ 月額2,000円

ふじみのかぴら保育園 駒林元町3-4-2
ヤオコー 上福岡駒林
店近く、腎クリニックの
隣

049-256-9091
18:00～19:00

（土曜日は16：30まで）

利用時間により、2,000円～4,000円（原則1歳児ｸﾗｽ
～）
※1回利用の方は30分ごと200円～400円

75 ○ 月額2,000円 月額4,500円 土曜日は1歳児クラス以上利用可

子どものその
幼保連携型認定こども園

中福岡79-1 上福岡総合病院隣 049-266-3332
18:00～19:00

（土曜日は18：30まで）

標準認定　月額2,500円　1回利用400円
短時間認定　7：00～8：00　150円
　　　　　　　　16：00～18：00　200円
　　　　　　　　18：00～19：00　400円
※いずれも満1歳から利用可能

120
3歳以上

○
月額2,000円 月額4,500円

幼保連携型認定こども園

星和幼稚園
元福岡3-15-1

葦原中学校近く、
元福小学校の隣

049-263-6000
18:00～19:00

（土曜日は18：00まで）
月額　3,600円
一回利用30分　160円～210円

生後６か月～ 90
3歳以上

〇
月額3,000円 月額4,500円 土曜日は１歳児クラス以上利用可

いちご保育室 丸山7-14
DUO FUJIMINO 105

かすが保育園近く 049-261-4714
18:00～20:00

（土曜日は19：00まで）
かすが保育園と同じ

生後３か月～
０歳児まで

6
1歳児からは連携施設（かすが保育園）です。
土曜日保育はかすが保育園です。

おともだち保育室 うれし野1-6-20
東入間警察署隣の
西ノ原中央公園前

049-263-0089
標準：7:00～18:00

土曜・短時間：8:30～16:30
18:00～19:00

（土曜日は16:30まで）
月額2,000円～
一回利用15分200円

１歳児～
２歳児

18 3歳児からは連携施設（みほの幼稚園）です。

たけっ子保育室 福岡中央2-15-1 上福岡図書館近く 049-293-1299
標準：7:00～18:00

短時間：8:00～16:00
土曜：7:00～17：00

18：00～19：00
（土曜日は17：00まで）

月額2,000円～
一回利用30分200円

１歳児～
２歳児

18 3歳児からは連携施設（ながみや幼稚園）です。

ひよこ保育室 うれし野1-3-11 東入間警察署西側 049-261-3324
標準：7:00～18:00

短時間：8:00～16:00
土曜：8:00～16：00

18:00～19:00
（土曜日は16:00まで）

月額2,000円～
一回利用30分１00円

生後３か月～
２歳児

15 3歳児からは連携施設（新双葉幼稚園）です。

事業所内 さくらんぼ保育室
福岡新田北谷

108-1
上福岡総合病院前

 049-266-0111
さくらんぼ保育室に
ついてと、問い合わ
せをして下さい。

標準：8：30～17：30
短時間：8:30～16:30

17:30～19:00
（土曜日は17:30まで）

一回利用の場合15分250円
利用時間により月極2,000円～3,000円

生後２か月～
２歳児

5
3歳児からは連携施設（子どものその幼保連携
型認定こども園（幼稚部））ですが申請（１０月
頃）しないと入園できません。

認可保育施設一覧(令和５年度)

有料延長利用料

市
立
保
育
所

標準認定
7:00～18:00

短時間認定
8:00～16:00

　　　標準認定
　　18:00～19:00
 　　短時間認定
      7:00～8:00
    16:00～19:00
※上野台・霞ヶ丘は
20：00まで(19時以
降は１歳児～(当該
年度４月１日時点))

※土曜日は
　 全園18:00まで

・１回利用の場合　30分100円
・月極利用の場合↓
　　　　　　　　標準時間認定　　　　　　　　　　　　　　　短時間認定
　　　18:00～18:30　　月額1,000円　　　　　　7：00～8：00 　  月額2,000円
　　　18:00～19:00　　月額2,000円　　  　　　7：30～8：00　   月額1,000円
　　　18:00～19:30　　月額3,000円 　    　　16：00～16：30　 月額1,000円
　　　18:00～20:00　　月額4,000円 　　  　　16：00～17：00　 月額2,000円
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　16：00～17：30　 月額3,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16：00～18：00　 月額4,000円

※19:00以降利用する場合(上野台・霞ヶ丘のみ）
　　　別途実費徴収

生後２か月～

生後３か月～

月額1,000円

月額4,500円
生後２か月～ ○

2歳児
以上は
体操着 月額2,000円

生後３か月～利用時間により2,000円～5,000円
一回利用30分250円
※料金は現時点

月額3,000円

18：30まで1回300円（30分単位）
18：30～150円（10分単位）

認定
こども園

小
規
模

※園によっては、
　開始・終了時間

　が多少前後
　します。

生後２か月～ 月額3,000円 月額4,500円

標準認定
7:00～18:00

短時間認定
8:00～16:00

生後３か月～

月額4,500円

生後２か月～

私
立
保
育
所

標準認定
7:00～18:00

　
短時間認定
8:00～16:00

標準認定
18:00～閉所

短時間認定
7:00～8:00

16:00～閉所

18:00～19:00
（土曜日は18：00まで）


