
小学
校区

名称 問い合わせ 開設時間 標準料金

楠浦

本渡東

本渡東

本町
東向寺保育園

学童

下浦保育園

瀬戸保育園

亀川保育園

しいのみクラブ

志柿保育園
志柿保育園

（23-1489）

本町

本渡北

亀川

本町

本渡東

椎の実保育園
（23-1979）

平日　      　下校時～18:00
土曜日　    　       休み
日曜日　　　　　  休み
学校休日　　 8:０0～18:00

月額       5,000円
１日          500円
半日　　　   －

平日　　      下校時～18:50
土曜日　        7:20～18:50
日曜日　　　　　  休み
学校休日　　  7:20～18:50

１時間       100円（保険料含む）
昼食代       150円（主食含む）
おやつ代　   50円

天領保育園

平日　　      下校時～18:00
土曜日　        7:00～18:00
日曜日                 休み
学校休日        7:00～18:00

東向寺保育園
（23-7030）

１日 　　　600円
半日　　　 300円
昼食代　    300円（おやつ代含む）

天領保育園
（22-3333）

平日　　   　下校時～19:00
土曜日　    　7:00～19:00
日曜日　　　　　 休み
学校休日       7:00～19:00

瀬戸保育園
（23-7047）

平日    　  　下校時～19:00
土曜日　        7:00～19:00
日曜日　　　　　  休み
学校休日       7:０0～19:00

１時間         80円
昼食代       100円（ごはん持参）
おやつ代      50円/回

１時間         80円
昼食代       150円
おやつ代      50円/回

平日   　   　下校時～19:00
土曜日　        7:00～19:00
日曜日　　　　　  休み
学校休日        7:00～19:00

下浦保育園
（22-4673）

１時間         80円
昼食代       150円
おやつ代      50円/回

箱ノ水保育園
学童クラブ

箱ノ水保育園
（23-8881）

平日     　 　下校時～18:00
土曜日　   　　　  休み
日曜日　　　　　  休み
学校休日　    8:０0～18:00

１日　       500円
半日　       300円

本町保育園
本町保育園

（22-3871）

1時間　　　100円
昼食代　　  100円（ごはん持参）
おやつ代       50円

平日　　      下校時～18:30
土曜日　        7:00～18:30
日曜日　　　　　  休み
学校休日　　  7:00～18:30

亀川保育園
（23-9077）

平日　 　  　下校時～19:00
土曜日　        7:00～13:00
日曜日　　　　　  休み
学校休日        7:00～19:00

月額　    5,000円

小学校低学年受け入れとは、各保育所（園）の特別事業や自主事業で実施されている、10人未満の
小規模児童クラブです。

※詳しい内容につきましては、各児童クラブにお問い合わせください。

小学校低学年の受け入れ



小学
校区

名称 問い合わせ 開設時間 標準料金

　【小学校低学年受け入れ　続き】

◆認定こども園

五和

牛深

牛深

牛深

平日　　　　下校時～18:00
土曜日　 　　　    休み
日曜日　　　　　  休み
学校休日　 　 8:00～18:00

１日　      800円
半日　      400円

平日　　　　下校時～19:00
土曜日　　     7:00～19:00
日曜日　　　 　    休み
学校休日　　  7:00～19:00

１時間        80円
昼食代      150円
おやつ代 　 50円/回

牛深

有明

有明

有明

御領幼児園
のびのび
学童保育

御領幼児園
（32-0524）

浦和保育園
浦和保育園

（53-0507）

有明東保育園
有明東保育園

（54-0365）

平日　　　　下校時～19:00
土曜日　　     7:00～19:00
日曜日　　　　     休み
学校休日　　  7:00～19:00

１時間        80円
昼食代      150円
おやつ代 　 50円/回

もぐし海の
こども園

もぐし海の
こども園

（72-2772）

平日　　  　下校時～18:00
土曜日　   　 8:00～18:00
日曜日　　　　 　休み
学校休日　　 8:00～18:00

１日　      600円
半日　      400円
おやつ代　200円

島子保育園
島子保育園

（52-0019）

平日   　　　下校時～19:00
土曜日　　     7:00～19:00
日曜日　　　　　  休み
学校休日　　  7:00～19:00

１時間        80円
昼食代      150円
おやつ代 　 50円/回

天附保育園
天附保育園

（72-2564）

平日　　  　下校時～18:00
土曜日　   　 8:00～18:00
日曜日　　　　　 休み
学校休日　　 8:00～18:00

1日 　　   900円（昼食付）
　　　　　400円（弁当持参）
半日　　   200円

しろはと
児童クラブ

しろはと保育園
（72-3501）

平日　　  　下校時～18:00
土曜日　   　　 　休み
日曜日　　　　 　休み
学校休日　　 7:00～18:00

１日　      600円
放課後　   250円

観音保育園
観音保育園

（73-3611）

平日　  　　 下校時～18:30
土曜日                  休み
日曜日　　　　　  休み
学校休日　　  8:00～17:00

月額       7,000円
（おやつ代・保険代含む）


