
設置者

電話番号

認可定員 １２０名 入園年齢 満８か月

平日 土曜日

7:30 ～ 18:30 7:30 ～ 16:00

7:30 ～ 18:30 7:30 ～ 16:00

8:30 ～ 16:30 8:30 ～ 16:00

設置者

電話番号

認可定員 １２０名 入園年齢 満８か月

平日 土曜日

7:30 ～ 19:00 7:30 ～ 16:00

7:30 ～ 18:30 7:30 ～ 16:00

8:30 ～ 16:30 8:30 ～ 16:00

保険代（240円）

給食代※3歳児以上ｸﾗｽ

帽子代（850円）

 東坂戸団地内のほぼ中央に位置した鉄筋２階建で、公立保育園の中でも園庭が一番広い保育園で
す。団地周辺に広がる田畑、川沿いの桜並木など、四季の変化を身近に感じることができる恵まれ
た環境があります。 保育目標としては「元気に遊ぶ子ども・生命を大切にする心豊かな子ども・
話をきく子ども」の３つを柱に、基本的な生活習慣の自立と「心も体も元気な子」をめざして一人
一人を大切に保育をすすめています。

東坂戸保育園

坂戸市東坂戸二丁目７番

入園式(4月)、個人面談(5月頃)

園紹介

（月5,200円：主食700円、副食4,500円）

保育参観(6月)、夏祭り(7月)

運動会(9月)、発表会(12月)
年間行事

坂戸市

２８３－３９７７

坂戸市

帽子代(850円)、保険代(240円)

園紹介

２８１－０１１４

開設年月日 昭和５３年４月１日

月極保育料以外
の費用
（参考）

開所時間

保育標準時間

延長保育料(18:30以降、月1,000円)

開所時間

所在地

開設年月日

年間行事

月極保育料以外
の費用
（参考）

入園式・個人面談(4月)

保育参観(5～6月、1月)、夏祭り(7月)

給食代※3歳児以上ｸﾗｽ

保育標準時間

坂戸保育園保育園名

卒園式(3月)、１日保育士体験

昭和３２年４月１日

保育短時間

坂戸市元町２１番１３号

（月5,200円：主食700円、副食4,500円）

運動会(9月)、発表会(12月)

 公立保育園では一番歴史が古く、坂戸市のほぼ中心部に位置し、自然の移り変わりが身近に感じ
られます。園舎は木造平屋建てでどのクラスからもすぐ庭に出られ、子どもたちは広い庭でのびの
びと元気に遊んでいます。「子どもがいきいきと活動し、保護者に信頼され地域に根ざした愛され
る保育園」を理念とし、子どもの「伸びる力」と「心が動く豊かな体験」を通して「しなやかな心
と体をつくる」保育をすすめています。

※月極保育料以外の費用の詳細については、各保育園にお問い合わせください。    　　※令和４年４月１日時点

卒園式（3月）、１日保育士体験

保育短時間

保育園名

所在地



設置者

電話番号

認可定員 １２０名 入園年齢 満８か月

平日 土曜日

7:30 ～ 19:00 7:30 ～ 16:00

7:30 ～ 18:30 7:30 ～ 16:00

8:30 ～ 16:30 8:30 ～ 16:00

設置者

電話番号

認可定員 ９０名 入園年齢 満８か月

平日 土曜日

7:30 ～ 18:30 7:30 ～ 16:00

7:30 ～ 18:30 7:30 ～ 16:00

8:30 ～ 16:30 8:30 ～ 16:00

延長保育料(18:30以降、月1,000円)

開所時間

保育標準時間

帽子代(850円)、保険代(240円)

給食代※3歳児以上ｸﾗｽ

（月5,200円：主食700円、副食4,500円）

昭和５４年４月１日

保育園名 千代田保育園

卒園式(3月)、１日保育士体験

入園式(4月)、保育参観(5月、1月)

園紹介

夏祭り(7月)

運動会(9月)、発表会(11月)

保育短時間

年間行事

月極保育料以外
の費用

（参考）

 一日中太陽の光が降り注ぐ園舎、園庭は全園児が遊んでも十分な広さがあり、子どもたちは五
感を働かせながら遊びや活動を展開し、チャレンジする力、自ら考える力を育んでいます。貸出
絵本のアンパンマン文庫は冊数も多く好評です。伝統行事も大切に継承しています。「元気に遊
ぶ子ども・生命を大切にする心豊かな子ども・話をきく子ども」を保育目標として「また明日、
ここに来たい」と思えるように、一人ひとりを大切にした丁寧な保育を心がけています。

坂戸市

所在地 坂戸市千代田四丁目１３番１号 ２８３－７２４４

開設年月日

保育園名 薬師保育園 坂戸市

所在地 坂戸市薬師町６番地３ ２８２－３１８８

開設年月日 昭和５６年４月１日

園紹介

 北坂戸駅に近く、交通に便利な所に位置する中規模な保育園です。保育園前の薬師児童公園の
緑は、自然の変化を知らせ豊かな感性を育んでくれています。日常の生活習慣を身につけなが
ら、のびのびと遊ぶ中で心の安定と心身の健やかな成長をめざして、中規模園ならではの家庭的
なあたたかい保育を心がけています。３つの子ども像①元気に遊ぶ子ども②生命を大切にする心
豊かな子ども③話をきく子どもを保育目標として日々の保育を進めています。

年間行事

入園式(4月)、保育参観(5月、1月)

１日保育士体験、夏祭り(7月)

運動会(9月)、発表会(12月)

卒園式(3月)

開所時間

保育標準時間

保育短時間

月極保育料以外
の費用

（参考）

帽子代(850円)

給食代※3歳児以上ｸﾗｽ

（月5,200円：主食700円、副食4,500円）

保険代(240円)



設置者

電話番号

認可定員 ６０名 入園年齢 満８か月

平日 土曜日

7:30 ～ 18:30 7:30 ～ 16:00

7:30 ～ 18:30 7:30 ～ 16:00

8:30 ～ 16:30 8:30 ～ 16:00

保育園名

開設年月日

年間行事

帽子代(850円)

夏祭り(7月)、運動会(10月)

給食代※3歳児以上ｸﾗｽ

（月5,200円：主食700円、副食4,500円）

保育短時間

月極保育料以外
の費用
（参考）

保険代(240円)

２８６－９５１１

昭和５０年４月１日

所在地

坂戸市

坂戸市西坂戸一丁目２２番１号

入園式(4月)、１日保育士体験(5、6月)

開所時間

保育標準時間

城山保育園

卒園式(3月)

発表会(11月)、保育参観(1月)

園紹介

 坂戸市の西部、西坂戸団地内の高台に設置され、周辺には木々も多く、四季折々の自然が満喫
できる自然環境に恵まれた地域です。３つの子ども像①元気に遊ぶ子ども②生命を大切にする心
豊かな子ども③話をきく子どもを保育の目標として、基本的生活習慣の自立をめざし、小規模園
ならではの家庭的な雰囲気の中でのびのびと遊び、心豊かな子どもとして成長をするよう一人ひ
とりを大切にした丁寧な保育をしています。



設置者

電話番号

認可定員 ９０名 入園年齢 満６か月

平日 土曜日

7:20 ～ 19:00 7:20 ～ 16:00

7:30 ～ 18:30 7:20 ～ 16:00

8:00 ～ 16:00 8:00 ～ 16:00

設置者

電話番号

認可定員 １２０名 入園年齢 満６か月

平日 土曜日

7:20 ～ 19:00 7:20 ～ 16:00

7:30 ～ 18:30 7:20 ～ 16:00

8:30 ～ 16:30 8:30 ～ 16:00

延長保育料（日額300円）

開所時間

保育士一日体験

ﾘｽﾞﾑ発表会(2月)、卒園式(3月)

保育園名 あさば保育園

開設年月日 昭和４４年４月１日

所在地

園紹介

帽子・粘土ｹｰｽ・ｶﾊﾞﾝ・道具箱・体操着代

(約7,000円)、父母会費(月700円)

坂戸市浅羽１４８９

年間行事

（月5,300円：主食800円、副食4,500円）

給食代※3歳児以上ｸﾗｽ
月極保育料以外

の費用
（参考）

２８１－３００１

社会福祉法人　八葉会

1日保育士体験

入園式(4月)、保育参観(4、11月)

運動会(10月)、親子遠足(10月)

保険代(960円)、延長保育料

 一本松駅から９００mのところにある鉄筋コンクリート２階建ての保育園です。広い園庭の
裏には、四季折々に移り変わる寺の境内や田園地帯が広がっており、自然に恵まれた環境の中
で園児たちは毎日元気に過ごしています。クラスは年齢別で、複数担任制です。「豊かな心」
「丈夫な体」「友だちと仲よく遊ぶ」を園の目標とし、一人一人の発達や成長に合わせた保育
を行っています。
ホームページ　http://asabahoikuen.jp

(18:30以降、1回300円・月3,000円)

（月5,300円：主食800円、副食4,500円）

給食代※3歳児以上ｸﾗｽ

社会福祉法人　慈童福祉会

所在地 坂戸市大字石井１９０３番地１

園紹介

２８３－８４６１

開設年月日 昭和３１年４月１日

 勝呂地区内ののどかな田園地帯にある鉄筋２階建ての保育園です。恵まれた自然環境の中、
広い園庭でのびのび遊んでいます。日々御仏（みほとけ）に守られながら、心の安定や思いや
りの心を大事に育て、日常の生活習慣の自立をめざしています。遊びやお手伝いを通して助け
合う心、感動の心、感謝の心を目標に、日々温かい保育を心がけています。

(7月)、ｸﾗｽ懇談会(9～12月)、運動会(9月)、

親子遠足(10月)、祖父母の集い(11月)、

リズム発表会(12月)、試食会(年長のみ1月)、

帽子・遊び着・ｶﾊﾞﾝ代(約6,000円)

保育園名 みのり保育園

作品展・ﾏﾗｿﾝ大会(2月)、卒園式（3月）、

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

開所時間

月極保育料以外
の費用

（参考）

年間行事

入園式(4月)、保育参観(4、6月)、盆踊り大会

ドラッグ

ストア



設置者

電話番号

認可定員 ４８名 入園年齢 生後57日

帽子代(1,080円) 保護者会費(月200円)

平日 土曜日

7:00 ～ 19:00 7:00 ～ 16:00

7:30 ～ 18:30 7:30 ～ 16:00

8:00 ～ 16:00 8:00 ～ 16:00

設置者

電話番号

認可定員 ９０名 入園年齢 満６か月

延長保育料(18:20以降、月1,000円)

平日 土曜日

7:20 ～ 19:00 7:20 ～ 16:00

7:20 ～ 18:20 7:20 ～ 16:00

8:30 ～ 16:30 8:30 ～ 16:00

運動会(9月)、発表会・クリスマス会(12月)

保育短時間

運動会(10月)、作品展(11月)、発表会(2月)

（月5,200円：主食700円、副食4,500円）

給食代※3歳児以上ｸﾗｽ

年間行事

 入西地区内の恵まれた自然環境の中にある保育園です。園の主役は、子どもたちです。元気で
楽しく園生活が送れるよう援助していきます。健康でたくましい子ども、きまりの守れる子ど
も、豊かな心を持った子どもを育てることと心掛けます。
 園の特色としては、「遊び」の経験を大切に保育していきます。

お別れ遠足(2月)、卒園式(3月)

開設年月日

２８３－４２８３

（月5,200円：主食700円、副食4,500円）

坂戸市大字新堀２７１番地１

社会福祉法人　愛の田会

父母会費(月700円)

保育園名

園紹介

開設年月日

株式会社パソナフォスターキッズハーモニー・坂戸

所在地 坂戸市八幡一丁目３番４６号

平成１６年４月１日

入園式(4月)、夏祭り(7月)、水あそびの会(8月)

おわかれお茶会・卒園式(3月)

２８８－７７１５

延長保育料(100円/15分、上限3,000円)

開所時間

月極保育料以外
の費用
（参考）

保育標準時間

 坂戸市役所向かいにある、４８名定員の少人数で家庭的な雰囲気の保育園です。保育園と家庭
が共に子どもの成長を喜び合いながら、「自主性をもった思いやりのある子を育てる」を保育方
針としています。個々の成長に合わせ、一人ひとりの心に丁寧に寄り添いながら、子どもたちに
とってかけがえのない一日一日を大切にする保育園となるよう心がけています。食育活動にも力
を入れ、英語、リトミック、体操など、専門指導員による独自のプログラムを実施しています。

保育短時間

園紹介

年間行事

入園式(4月)、参観及び父母会総会(5月)

夏祭り(7月)、敬老の集い(9月、祖父母)

月極保育料以外
の費用
（参考）

給食代※3歳児以上ｸﾗｽ

遠足(10月)、おわかれ遠足(2月)

開所時間

保育標準時間

保育園名 さつき保育園

所在地

平成１８年４月１日

帽子・名札・ﾉｰﾄ・体操着・道具箱等教材

(約8,900円)、月刊絵本代(約5,000円)

紳士服

店

関
越
自
動
車
道

★ ｷｯｽﾞﾊｰﾓﾆｰ・坂戸



設置者

電話番号

認可定員 ６０名 入園年齢 生後57日

平日 土曜日

7:00 ～ 19:00 7:00 ～ 19:00

7:00 ～ 18:00 7:00 ～ 18:00

8:30 ～ 16:30 8:30 ～ 16:30

設置者

電話番号

認可定員 ９０名 入園年齢 満６か月

平日 土曜日

7:20 ～ 19:00 7:20 ～ 18:00

7:20 ～ 18:20 7:20 ～ 18:00

8:30 ～ 16:30 8:30 ～ 16:30

園紹介

開設年月日

開所時間

(月5,700円：主食1,200円、副食4,500円)

平成２２年４月１日

(18:00以降、月額3,500円、日額500円)

ハロウィン(10月)、発表会(12月)

保育園名 アスクわかば保育園

年間行事

 保育園の入り口は、子どもの世界へいざなう「トンネル」のよう。そのトンネルをくぐる
と、子ども一人ひとりが考え、遊びを選び、夢中になれる空間があります。園の外では、稲
からお米を育て、収穫したお米を使った“おにぎりパーティー”。私たちは、つながる保育
を大切にしています。さまざまな自然体験や、子どもたちのワクワク・ドキドキがたくさん
ある保育園です。日々の様子をＨＰで配信しています。是非ご覧ください。
ホームページ　http://www.lemonkai.or.jp/leimondsakado/

 若葉駅から徒歩３分・マンション１階部分にあるアットホームな保育園です。子どもの
「生きる力」を育むべく、年齢や発育にあわせた保育計画に基づき、きめ細やかな保育を実
施いたします。自然な形で子どもの感受性や知的好奇心を伸ばし、五感で感じる保育の実現
を目指します。クッキングや幼児教育プログラム、専任講師による体操教室やリトミック教
室、英語（English Play Time）などを取り入れながら、伸びる力を重視した心の教育に力を
注ぎます。
ホームページ　https://www.nihonhoiku.co.jp/blog/wakaba/

300円)

株式会社日本保育サービス

所在地

夏祭り(7月)、運動会(10月)

月極保育料以外
の費用
（参考）

保育標準時間

月極保育料以外
の費用
（参考）

入園式(4月)、保育参観(5月)

平成２２年４月１日

所在地

保育園名 社会福祉法人　檸檬会

２９８－６２０６

給食代※3歳児以上ｸﾗｽ

卒園式(3月)

坂戸市善能寺４３－１５

帽子代(1,018円)、延長保育料

延長保育料(18:20以降、月3,000円、1回

（月5,300円：主食800円、副食4,500円）

２８０－５７７７

Ｔシャツ代(1,700円)

坂戸市千代田３丁目２１番２３号

レイモンド坂戸保育園

保育短時間

入園式(4月)、親子遠足(5月)

開設年月日

年間行事
発表会(12月)、卒園式(3月)

保育短時間

園紹介

夏祭り(7月)、運動会(10月)

保育標準時間

給食代※3歳児以上ｸﾗｽ

開所時間



設置者

電話番号

認可定員 ６４名 入園年齢 満６か月

平日 土曜日

7:00 ～ 19:00 7:00 ～ 16:00

7:00 ～ 18:00 7:00 ～ 16:00

8:00 ～ 16:00 8:00 ～ 16:00

設置者

電話番号

認可定員 １５０名 入園年齢 生後57日

平日 土曜日

7:00～19:00 7:30～16:30

7:30～18:30 7:30～16:30

8:30～16:30 8:30～16:30

入園式(4月)、親子遠足(5月)、ｶﾚｰﾊﾟｰﾃｨｰ

(6月)、ｷｬﾝﾌﾟ(7月)、夏祭り(8月)、運動会

(10月)、ｽﾘｰﾃﾞｰﾏｰﾁ(11月)、餅つき・ｸﾘｽﾏｽ

園ﾊﾞｽｶﾞｿﾘﾝ代(2歳児以上ｸﾗｽ、1,000円)

年間行事

月極保育料以外
の費用

（参考）

延長保育料(18:00以降、月額1,000円)

給食代※3歳児以上ｸﾗｽ

(月5,500円：主食1,000円、副食4,500円)

保育園名 むぎのこ保育園 社会福祉法人にじのいえ

所在地 坂戸市戸口４５７番４ ２８４－８４５８

「ひとりひとりの子どもを大切に。その子がその子らしく育っていけるような保育」「子ども
達を真ん中にして、周りの大人達も育ち合っていける保育」むぎのこ保育園では、こんな保育
を目指します。恵まれた自然環境の中、太陽・水・砂・草・青空のもと、裸足で駆け回り、た
くさんの遊びを通して子ども達自身が育ち合っていけるような保育を心掛けていきます。ま
た、「食べることは生きること」という言葉の通り、食事も保育としてとらえ、食べることへ
の意欲を育てることに力を注ぎます。

保育短時間

会(12月)、雪遊び(2月)、卒園式(3月)

開設年月日 平成２３年４月１日

園紹介

開所時間

保育標準時間

保育短時間

坂戸さくら保育園 社会福祉法人　松川会

所在地 坂戸市伊豆の山町１２番地 ０４９－２８４－３５００

園紹介

 保育園の隣には栗の木公園、少し歩くと高麗川のさくら堤など自然に恵まれた環境の中にあ
ります。また、近隣には桜小学校、桜中学校、教育センター、公民館などの文教施設もありま
す。保育理念にもあるように、子どもたちがいきいきと活動し、様々な体験をとおして「生き
る力」を身につけられるよう、０歳から５歳までの「つながる保育」をめざしています。園の
歴史はまだ始まったばかりですが、一つ一つ丁寧に日々を積み重ね、地域に根ざした信頼され
る保育園を築いていきたいと思います。

保育園名

生活発表会(12月)、卒園式(3月)

保育標準時間

延長保育料(月2,000円、30分300円)

給食代※3歳児以上ｸﾗｽ

（月5,200円：主食700円、副食4,500円）

保護者会費(月150円)、
月極保育料以外

の費用
（参考）

帽子代(850円)、保険代(240円)

開所時間

開設年月日 平成３１年４月１日

年間行事

入園式(4月)、保育参観(5月)、夏祭り(7月)

運動会(10月)、園外保育(10月)

溝
端
公
園

坂戸さくら

保育園



設置者

電話番号

認可定員 ６７名 入園年齢 満６か月

平日 土曜日

7:00 ～ 19:00 7:30 ～ 16:30

7:30 ～ 18:30 7:30 ～ 16:30

8:30 ～ 16:30 8:30 ～ 16:30

保育園名 フラップ坂戸保育園 株式会社フラップフラップ

所在地
坂戸市日の出町５番３０号

アクロスプラザ２階
２８１－５０３０

開設年月日 令和２年４月１日

園紹介

 坂戸駅から徒歩３分に立地する市内最大級の商業施設アクロスプラザ内にある保育園です。
 近年の目覚ましいテクノロジーの発達により私たち人間にとって「考える力･伝える力・社会
性」は、今まで以上に重要な意味を持つと考えています。子どもたちが自らの「未来を創れる」
よう、「考える力･伝える力・社会性」の基礎を育むことに力を注ぎます。また、身体の健やか
な成長のため、体育遊びについては外部専門業者によるメソッドを取り入れ実践するのみなら
ず、週２回専門業者による体操教室を実施します。

年間行事

入園式(4月)、親子遠足(5月、3歳児以上)

夏祭り（7月）、祖父母会（9月）

運動会、ﾊﾛｳｨﾝ(10月)、保育士体験(11～2月)

ｸﾘｽﾏｽ会・発表会(12月)、卒園式・成長展(3月)

開所時間

保育標準時間

保育短時間

月極保育料以外
の費用
（参考）

帽子代、道具箱等教材代

延長保育料　150円／15分

給食代※3歳児以上ｸﾗｽ

(月5,500円：主食1,000円、副食4,500円)

フラップ
坂戸保育園


