
No. 市町村名 実施施設名 施設の所在地 電話番号 運営主体の住所 利用定員

1 病児保育室あすなろ さいたま市見沼区東大宮６－２２－６ 048-675-3265 さいたま市見沼区東大宮６－２２－６ 4

2 病児保育室こりすの家 さいたま市桜区上大久保４３２ 048-857-3195 さいたま市桜区上大久保８８４ 4

3 病児保育室キッズカサイ さいたま市浦和区針ヶ谷２－１４－３ 048-833-7775 さいたま市浦和区針ヶ谷２－１４－３ 4

4 病児保育室みどり さいたま市緑区中尾２６５９－１３さわやか中尾ビル２階 048-876-1151 さいたま市緑区中尾２６５９－１３－３F 4

5 病児保育室ピュア さいたま市岩槻区南平野３－３２－５　２階 048-749-7571 さいたま市岩槻区南平野３－３２－５ 4

6 病児保育室西遊馬保育園 さいたま市西区西遊馬７７１－１１ 048-620-7879 さいたま市西区西遊馬７７１－１１ 4

7 病児保育室おひさま さいたま市中央区鈴谷９－５－１８ 048-799-2131 東京都文京区小石川１－１－１文京ガーデンゲートタワー１９階 4

8 病児保育室ハートラちゃんのいえ さいたま市中央区新都心１－５ 048-852-1474 さいたま市中央区新都心１－５ 5

9 病児保育室むうみん大宮北 さいたま市北区奈良町３２－６ 048-662-8100 三重県名張市東町１９０１－１ 4

10 病児保育室こばと さいたま市南区南本町２－２２－２ 048-832-9299 さいたま市南区南浦和２－４２－１８ 4

11 病児保育室ベーネ さいたま市大宮区浅間町１－１１７ 048-662-9366 さいたま市大宮区東町２－２０４－５１ 4

12 病児保育マザーリング さいたま市北区宮原町３－４７５－２ 048-871-9239 上尾市柏座３－９－２９ 2

13 コクーン保育園 さいたま市大宮区吉敷町４－２６３－８　コクーンシティパークサイドビル２F 048-782-6245 東京都中央区明石町６－４ 1

14 むうみんさくら病児保育室 さいたま市桜区町谷３－９－７ 070-3133-6150 さいたま市桜区町谷３－９－７ 6

15 りとるうぃず北浦和駅前保育園 さいたま市浦和区常盤９－１２－４ 048-816-3681 川口市飯塚１－２－１６ 1
16 りとるうぃず日進保育園 さいたま市北区日進町２－６０５ 048-782-8749 川口市飯塚１－２－１６ 1
17 浦和母の会みんなの家 さいたま市浦和区本太１－２４－８ 048-816-5529 さいたま市浦和区本太１－２０－１０ 2
18 なのはな病児保育室（つぼみ保育園） さいたま市浦和区領家４－２５－３ 048-628-2115 さいたま市浦和区北浦和１－１６－７－１B 3

19 保育ルームぽけっと さいたま市南区鹿手袋７－１０－１４ 048-837-3561 さいたま市南区鹿手袋７－１０－１４ 2

20 りとるうぃず針ヶ谷保育園 さいたま市浦和区針ヶ谷１－４－１２ 048-789-7255 川口市飯塚１－２－１６ 1

21 コスモス保育園浦和けやき園（病児室） さいたま市緑区山崎１－１０－２０ 048-711-1527 さいたま市緑区山崎１－１０－２０ 3

22 育児サポート　アイアイ 川越市古谷上983－1 049-235-8926 川越市古谷上983－1 3

23 ハートランドともいき 川越市笠幡1645－125 049-227-3811 川越市笠幡1646－17 3

24 おさるのゆりかご 川越市砂新田2－8－6 049-265-8800 川越市砂新田2－8－6 3

25 みついキッズケア 川越市松江町1－13－25 049-290-5551 川越市連雀町19－3 3

26 ここしあ保育園 川越市郭町2-3-11 049-298-5226 川越市小ケ谷88 6

27 越谷市レイクタウン病児保育室 越谷市レイクタウン６－１１－４ 048-967-5521 越谷市相模町２－６４－１ 5

28 越谷市北越谷病児保育室 越谷市北越谷２－４－２３　きたこしキッズクリニック２F 048-940-0944 越谷市赤山町１－１３５ 6

29 みんなでつくる病児保育室つむぎのおうち 越谷市レイクタウン２－２－６　２F 048-989-2600 越谷市レイクタウン１－２５－１７ 10

30 とびばこ舎保育園 越谷市レイクタウン２－２８－１４ 048-987-1150 越谷市越ヶ谷１－３－８　4F 1

31 菅原病院保育所 越谷市弥生町６２２－３ 048-940-8091 越谷市越ヶ谷１－１５－２ 10

32 病児保育室　バンビ 川口市芝中田１－３０－８ 080-8884-1699 川口市芝中田１－３０－８ 5

33 病児保育室　ユーカリ 川口市東領家３－７－１２ 080-7578-9219 川口市領家１－７－１６ 5

34 病児保育室　Sunny 川口市戸塚南１－１－２３　ガーデンシオン１B 048-400-2941 川口市戸塚南１－１－５ 6

35 篭原のこキッズ保育園 熊谷市籠原南１－１３３ 048-531-3901 熊谷市籠原南１－１３４ 4

36 なでしこ保育園 熊谷市柿沼９２１－９ 048-521-5698 熊谷市柿沼９２１－９ 2

37 しらこばと保育園 熊谷市玉井１１５４－３ 048-530-3618 熊谷市玉井１１５４－３ 2

38 熊谷生協病院　病児保育室こぐまちゃんち 熊谷市上之３８５４ 048-524-3841 川口市木曽呂１３１７ 9

39 アサヒキッズランド熊谷保育園 熊谷市千代７０３－１ 048-580-7931 さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７シーノ大宮サウスウィング１６階 1

40 行田市 病児保育所げんきキッズ 行田市小見１４０１－１ 048-580-7583 行田市小見１４０１－１ 8

41 ケアステーション所沢 所沢市東狭山ヶ丘６－２８２３－１２ 080-4053-5662 所沢市東狭山ヶ丘６－２８３５－２ 4

42 桑の実本郷保育園 所沢市本郷２６９－１ 04-2946-8717 所沢市東狭山ヶ丘６－２８３５－２ 4

43 瀬戸病院病児保育室「もりもり保育室」 所沢市金山町８－６ 04-2922-1200 所沢市金山町８－６ 4

44 飯能市 飯能元氣保育園 飯能市永田５４７ 042-975-1288 飯能市永田５２７－２ 4

45 愛泉乳児園 加須市土手２－１５－５７ 0480-62-1222 加須市土手２－１５－５７ 4

46 三俣第一保育園 加須市北小浜５７２ 0480-62-6820 加須市北小浜５７２ 6

47 本庄市立いずみ保育所 本庄市小島５－５－４５ 0495-22-4891 本庄市本庄３－５－３ 3

48 ふくしまキッズ保育園 本庄市千代田１－２－２０ 0495-27-2010 本庄市千代田１－２－２０ 2

49 こざくら保育園 本庄市栄３－６－３４ 0495-22-5812 本庄市栄３－６－３４ 2

50 幼保連携型認定こども園コウガの森・梅花 本庄市見福１－２－７ 0495-22-4474 本庄市見福１－２－７ 2

51 北泉保育園 本庄市西五十子６２０－１ 0495-24-2572 本庄市西五十子６２０－１ 2

52 たんぽぽ保育園 本庄市今井１３２８ 0495-21-9890 本庄市今井１３２８ 2

53 ほほえみ子どもの国保育園 本庄市緑２－１５－５ 0495-23-1018 本庄市緑２－１５－５ 2

54 幼保連携型認定こども園コウガの森・共和 本庄市児玉町蛭川８８５ 0495-72-0104 本庄市見福１－２－７ 2

55 病児保育室ピッピ 東松山市上野本１２２６－１ 0493-24-0753 東松山市上野本１２２６－１ 4

56 もれあ保育園 東松山市新郷１１－１ 0493-81-6657 東松山市大字下唐子１５９４ 2

病児保育事業実施施設一覧（令和４年４月１日）

（社福）梅花福祉会 認定こども園 体調不良児

東松山市
（医）社団 ほしこどもおとなクリニック 診療所 病児

（株）浜屋 その他（企業主導型保育事業） 体調不良児

（社福）みのり会 保育所 体調不良児

（社福）ほほえみ会 保育所 体調不良児

（社福）梅花福祉会 認定こども園 体調不良児

（社福）北泉福祉会 保育所 体調不良児
本庄市

（公立）本庄市 保育所 病後児

（医）本庄福島病院 保育所 病児

（社福）こざくら福祉会 保育所 体調不良児

（社福）埼玉現成会 保育所 病後児

加須市
（社福）愛の泉 その他（乳児院） 病後児

（社福）加須福祉会 保育所 病後児

所沢市

（社福）桑の実会 その他（老人保健施設） 病後児

（社福）桑の実会 保育所 病児

（医）　慈桜会 病院 病児

アサヒロジスティクス（株） その他（企業主導型保育事業） 体調不良児

（医）　悠希会 診療所 病児

（社福）石山会 保育所 体調不良児

（その他）医療生協さいたま生活協同組合 病院 病児

（その他）Sunnyキッズクリニック 単独施設 病児

熊谷市

（学）県北若竹学園 保育所 病後児

（社福）なでしこ会 保育所 体調不良児

（医）賢仁会 その他（保育を適切に行うことができる施設） 病児

川口市

（医）久恩会下条医院 診療所 病児

（有）　ロード 診療所 病児

（その他）吉岡　淑隆 診療所 病児

（その他）小谷　明弘 その他（保育を適切に行うことができる施設） 病児

（社福）四季の会 その他（企業主導型保育事業） 病児

越谷市

（社福）相模会 保育所 病児

（株）エンジェルハウス その他（保育を適切に行うことができる施設） 病児

（医）川育会 診療所 病児

（医）豊仁会 病院 病児

（株）鈴や商事 その他（企業主導型保育事業） 体調不良児

川越市

（医）　愛和会 病院 病児

（社福）ともいき会 保育所 病後児

（有）ぽけっと その他（企業主導型保育事業） 病児

（株）WITH その他（企業主導型保育事業） 体調不良児

（学）母の会 その他（企業主導型保育事業） 体調不良児
（医）だんだん会 その他（企業主導型保育事業） 病児

（株）WITH その他（企業主導型保育事業） 体調不良児
（株）WITH その他（企業主導型保育事業） 体調不良児

（株）片倉工業 その他（企業主導型保育事業） 体調不良児

（社福）錦江舎 その他（企業主導型保育事業） 病児

（株）ラボーロ 保育所 病児

（有）フランダース その他（企業主導型保育事業） 病児

（医）　福慈会 診療所 病児

（社福）こばと 保育所 病児

（公財）鉄道弘済会 保育所 病児

（その他）さいたま赤十字病院 病院 病児

（医）若杉会 診療所 病児

（社福）俊江会 保育所 病児

病院 病児

（医）社団　誠信会 診療所 病児

（その他）めざわこどもクリニック 診療所 病児

運営主体 本体施設の種別 類型

さいたま市

（医）共育会 診療所 病児

（医）聖仁会



No. 市町村名 実施施設名 施設の所在地 電話番号 運営主体の住所 利用定員運営主体 本体施設の種別 類型

57 信愛保育園 春日部市大場１６４４ 048-734-9692 春日部市大場１６４４ 2

58 おかだわんぱくの森保育園 春日部市藤塚２８５５－１ 048-797-7453 春日部市藤塚１２２５ 12

59 武の子保育園 春日部市備後西５－３－４ 048-793-4103 （医）悦省会 春日部市備後西５－４－２８ 6

60 春日部市立八木崎保育所 春日部市粕壁５４３５－１ 048-797-5747 （株）コマーム 川口市栄町１－４－１６ 3

61 祇園保育所 狭山市祇園１４－３ 04-2957-3001 入間市上藤沢８５１－１ 3

62 きずな保育園狭山 狭山市富士見２－２２－２８ 04-2950-7482 （株）芙蓉 東京都渋谷区松濤１－２１－１４ 3

63 きむら認定こども園 羽生市大字上手子林７６－３ 048-565-2114 羽生市大字上手子林７６－３ 2

64 須影保育園 羽生市須影７５７ 048-561-1029 羽生市砂山２１０ 2

65 パンジー・キッズ 鴻巣市広田８２４－１ 048-569-3111 鴻巣市広田８２４－１ 4

66 めぐみの木病児保育室 鴻巣市本町１－１－３　エルミ鴻巣４F　４０４ 048-541-1110 （学）愛和学園 鴻巣市原馬室３７４７ 6

67 認定こども園エンゼル幼稚園 鴻巣市加美１－２－３４ 048-541-1677 （学）鴻ノ巣学園 鴻巣市加美１－２－３４ 2

68 深谷市 病後児保育ステーションのぞみ 深谷市緑ヶ丘１６－３５ 048-574-4340 深谷市西島町２－１６－１ 4

69 病後児保育室くじらのおうち 上尾市原市３８７０－１ 048-721-3781 上尾市原市３８７０－１ 4

70 ころぽっくる保育園たんぽぽ 上尾市小泉５－７－４ 048-771-2701 上尾市上野５６７ 4

71 病児保育室オープンセサミ 上尾市藤波３－１８７ 048-789-3116 上尾市藤波３－１８７ 4

72 病児・病後児保育室どんぐりルーム 上尾市大字上尾村５４２－１ 048-871-8630 上尾市大字上尾村５４２－１ 4

73 優優保育園 草加市西町９３２－２ 048-920-3020 草加市西町９３２－２ 2

74 草加なかよし保育園 草加市谷塚仲町３５３－１ 048-922-0369 草加市谷塚仲町３５３－１ 2

75 さくらの実保育園 草加市氷川町２１１６－２０　フロールビル１Ｂ 048-949-6067 草加市氷川町２１１６－２０　フロールビル１Ｂ 2

76 そうか草花保育園 草加市谷塚町５３０－１ 048-921-2525 さいたま市緑区美園５－５１－２ 2

77 めぇめぇこやぎこども園 草加市北谷３－３６－１７ 048-943-3800 草加市北谷３－３６－１７ 2

78 にっさとの森保育園 草加市新里町１１４８－１ 048-921-2310 草加市新里町１１４８－１ 2

79 草加にじいろ保育園 草加市八幡町３３６－１ 048-936-2488 草加市谷塚仲町３５３－１ 2

80 さくらんぼ保育園 草加市松原１－７－４ 048-944-3311 草加市氷川町２１１６－２０　フロールビル１Ｂ 2

81 けやきの森保育園清門町 草加市清門３－５９－１２ 048-946-5555 さいたま市大宮区下町３－６－３ 2

82 かおりＫａｒｕｎａ認定こども園 草加市氷川町１０８０－１ 048-928-4489 草加市氷川町１０８０－１ 2

83 草加クローバー保育園 草加市旭町６－１４－２ 048-934-9220 鳥取県米子市末広町３１１番地 1

84 かおりPutra保育園 草加市氷川町１０８０－１ 048-951-3072 草加市氷川町１０８０－１ 2

85 優優保育園やつか 草加市谷塚上町６９２－１ 048-948-7575 草加市西町９３２－２ 2

86 草加あおぞら保育園 草加市瀬崎２－４７ー１ 048-922-5678 草加市谷塚仲町３５３－１ 2

87 あずま幼稚園 草加市遊馬町４３０ 048-925-1741 草加市遊馬町４３０ 4

88 にっさとの風保育園 草加市新里町１４９８－３ 048-924-2310 草加市新里町１１４８－１ 2

89 わかば中央保育室 草加市高砂１－３－２２　サンマリオン１階 048-920-2525 草加市谷塚仲町３５３－１ 2

90 Solaie　kids草加 草加市氷川町２０３０－１ 048-969-4894 東武鉄道（株） 東京都墨田区押上１－１－２ 1

91 蕨市 病児保育室にじのへや 蕨市中央３－１９－８斎藤ビル１Ｆ 048-280-6180 東京都文京区後楽２－２３－７宮田ビル２Ｆ 4

92 病児保育室太陽の子北戸田 戸田市大字新曽２００２－１２市ヶ谷ビル２階 048-434-2511 東京都港区六本木１－４－５アークヒルズサウスタワー１８Ｆ 4

93 病児保育室ひまわり 戸田市本町１－１９－３ 048-442-3611 戸田市本町１－１９－３ 4

94 病児保育室きらら 戸田市新曽１１９１－８ 048-446-6368 戸田市新曽１１９１－８ 4

95 入間市 病後児保育施設ＨＵＧはぐ 入間市下藤沢８２５－１ 04-2941-2583 さいたま市岩槻区鹿室１０３６－３８ 4

96 朝霞市 病児保育室たまご 朝霞市溝沼７－６－２６ 080-3429-1171 川口市前上町５－３１　Y'sビル２F 5

97 ステラ志木宗岡保育園 志木市上宗岡３－１３－３ 048-485-1517 栃木県栃木市田村９２８ 3

98 病児保育　元気キッズ　ケア 志木市柏町４－３－８６ 048-424-8561 （株）SHUHARI 志木市本町５－８－５　中村ビル２F 2

99 諏訪ひかり保育園 和光市諏訪２－５ 048-423-7614 兵庫県豊岡市下陰５番地 4

100 キッズエイド吹上保育園 和光市白子３－１５－２５ 048-423-5071 和光市白子３－１５－２５ 3

101 すこやか保育園 新座市野火止４－１４－１２ 048-480-5570 新座市本多１－９－３７ 2

102 オリーブの木保育ルーム　病後児保育室 新座市栗原５－２－６　野村マンション２０１ 090-1106-6980 （その他）成田由紀子 新座市栗原４－１０－２１ 2

103 桶川市 カオルキッズランド・ケアルーム 桶川市泉１－９－４０マンションまいやしき１Ｂ 048-767-7039 桶川市若宮１－１－１３ 4

104 久喜市 病児保育室つりーはうす 久喜市久喜中央３－１－１０ 0480-22-8022 久喜市久喜中央３－１－１０ 6

105 東保育所 北本市本宿７－８０－１ 048-590-1100 北本市本町１－１１１ 4

106 北里大学メディカルセンター病児保育室 北本市荒井６－１００ 048-593-1785 東京都港区白金５－９－１ 5

107 中丸保育園 北本市二ツ家２－４５ 048-592-5578 北本市二ツ家２－４５ 2

108 八潮市 花心病児病後児保育室 八潮市大字２－１０６８－１ 048-948-8562 さいたま市緑区美園５－５１－２ 3

109 針ヶ谷保育園 富士見市針ヶ谷１－１６－５ 049-275-0077 富士見市大字水子字西松原６５７３－８ 4

110 病児保育室すこやか 富士見市東みずほ台２－１６－９ 049-265-5833 富士見市東みずほ台２－１６－１０ 6

111 みさとしらゆり保育園 三郷市中央１－２－１　　ザ・ライオンズ三郷中央２１６号 048-949-0072 三郷市中央１－２－１ザ・ライオンズ三郷中央２１６号 4

112 ひまわり保育園 三郷市早稲田２－１６－１２ 048-950-2770 三郷市早稲田２－１７－１６ 1

113 鶴ヶ島市 病児保育室トゥインクル 鶴ヶ島市五味ヶ谷２３０－７ 049-279-2983 鶴ヶ島市五味ヶ谷２３０－７ 15（医）社団 厚友クリニック 診療所 病児

三郷市 （学）千葉学園 保育所 病児

（株）純誠会 その他（企業主導型保育事業） 病児

（社福）理趣会 保育所 病児

富士見市
（社福）成久会 保育所 病後児

（医）おぎそ小児科医院 診療所 病児

北本市

（公立）北本市 保育所 病後児

（学）北里大学 病院 病児

（社福）新啓会 保育所 体調不良児

（社福）翠陽会 保育所 病児

（医）土屋小児病院 病院 病児

新座市
（社福）アヤ福祉会 保育所 病後児

保育所 病後児

和光市
（社福）豊友会 保育所 病児

（社福）エイドセンター 保育所 病児

（株）ユア その他（認可外保育施設） 病児

志木市
（社福）星風会 保育所 病後児

保育所 病児

病院 病児

（社福）むつみ会 保育所 病児

（特非）あさのは会 保育所 病後児

その他（企業主導型保育事業） 体調不良児

（株）アルコバレーノ 保育所 病児

戸田市

HITOWAキッズライフ（株） 保育所 病児

（医）社団　東光会　戸田中央総合病院

（社福）弘林会 保育所 体調不良児

（社福）わかば会 保育所 体調不良児

（社福）わかば会 保育所 体調不良児

（学）西願寺学園 認定こども園 体調不良児

（学）渓学園 保育所 体調不良児

（特非）　優優 保育所 体調不良児

（学）渓学園 認定こども園 体調不良児

（株）クローバーホールディングス その他（企業主導型保育事業） 体調不良児

（特非）さくらんぼ 保育所 体調不良児

（社福）けやき会 保育所 体調不良児

（社福）弘林会 保育所 体調不良児

（社福）わかば会 保育所 体調不良児

（社福）理趣会 保育所 体調不良児

（社福）北谷みどり会 保育所 体調不良児

草加市

（特非）　優優 保育所 体調不良児

（社福）わかば会 保育所 体調不良児

（特非）　さくらんぼ 保育所 体調不良児

（医）社団　紘生会 診療所 病児

（医）さくらクリニック 病院 病児

（医）社団　優慈会　 病院 病後児

上尾市

（社福）和みの会 保育所 病後児

（社福）彩光会 保育所 病後児

鴻巣市

（医）財団　ヘリオス会 病院 病児

認定こども園 病児

認定こども園 体調不良児

羽生市
（社福）三愛福祉会 認定こども園 体調不良児

（社福）共愛会 保育所 体調不良児

病児

狭山市
（社福）杏樹会 保育所 病後児

その他（企業主導型保育事業） 病児

春日部市

（社福）英清学園 保育所 病後児

（医）ハーティ友育Tieおかだこどもの森クリニック その他（企業主導型保育事業） 病児

その他（企業主導型保育事業） 病児・体調不良児

保育所



No. 市町村名 実施施設名 施設の所在地 電話番号 運営主体の住所 利用定員運営主体 本体施設の種別 類型

114 日高市 病児保育室び～のはうす 日高市大字旭ヶ丘２１１－３ 042-984-1370 東京都渋谷区渋谷１－２－５ 4

115 病児・病後児保育室「めぐみ」 吉川市富新田２４５　埼葛クリニック内２F 048-982-3381 吉川市富新田２４５ 4

116 第一保育所 吉川市きよみ野２－２２－１ 048-982-0259 吉川市きよみ野１－１ 2

117 第二保育所 吉川市大字木売新田１６ 048-982-5300 吉川市きよみ野１－１ 2

118 吉川美南ちとせ保育園 吉川市美南５－１２－４ 048-981-2870 東京都港区赤坂４－７－１５ 2

119 よしかわ杜の保育園 吉川市平沼６４９－１ 048-982-1090 春日部市中央１－５７－１２ 永島第２ビル２０４号室 2

120 よしかわエンゼル保育園 吉川市大字木売新田４２３ 048-982-1434 吉川市大字木売新田４２３ 3

121 よしかわフラワー保育園 吉川市吉川団地５－１６ 048-982-1212 吉川市大字木売新田４２３ 2

122 コビープリスクールよしかわみなみ 吉川市美南４－１３－７ 048-940-8464 東京都目黒区上目黒５－５－８　３Ｆ 2

123 コビープリスクールよしかわステーション 吉川市木売１－８－３ 048-971-7361 東京都目黒区上目黒５－５－８　３Ｆ 2

124 保育所型認定こども園吉川さくらの森 吉川市保１－２１－７ 048-984-5505 吉川市保１－２１－７ 4

125 吉川つばさ保育園 吉川市保１－２４－１ 048-951-5728 吉川市保１－２４－１ 2

126 亀久保ひまわり保育園 ふじみ野市亀久保４－１２－３３ 049-264-5502 ふじみ野市亀久保４－１２－３３ 4

127 ポニー（ふじみのかぴら保育園） ふじみ野市駒林元町３－４－２ 049-256-9091 ふじみ野市駒林元町３－４－２ 4

128 カオルキッズランド伊奈園 北足立郡伊奈町小針新宿５２３－１ 048-729-2888 桶川市若宮１－１－１３ 4

129 きむら伊奈保育園 北足立郡伊奈町大字小室字元宿６９６５－１ 048-723-3300 羽生市大字上手子林７６－３ 2

130 毛呂山町 毛呂山町立ゆずの里保育園 入間郡毛呂山町平山1－４７－２ 049-294-6066 入間郡毛呂山町中央２－１ 4

131 嵐山町 アサヒキッズランド嵐山花見台保育園 比企郡嵐山町花見台７－１ 0493-62-1233 さいたま市大宮区桜木町１－１０－１７シーノ大宮サウスウィング１６階 2

132 小川町 小川っ子保育園 比企郡小川町増尾２３２－１ 0493-81-5508 比企郡小川町大字大塚５２９－６ 2

133 鳩山町 ひばりゆりかご保育園病児・病後児保育室ねむの木 比企郡鳩山町赤沼１５３５－１ 049-298-2261 比企郡鳩山町赤沼１５０８ 3

134 神川町 神川町立丹荘保育所 児玉郡神川町大字八日市２２２－１ 0495-77-4048 児玉郡神川町大字植竹９０９ 3

135 花ぞの保育園なないろ 大里郡寄居町大字用土２４４７ 048-584-7187 大里郡寄居町大字用土２４４０－５ 2

136 病後児保育室よりい 大里郡寄居町大字用土１３３－１ 048-577-8316 大里郡寄居町大字用土１３３－１ 4

137 宮代町 宮代町立みやしろ保育園 宮代町大字須賀１７７ 0480-32-3011 宮代町笠原1－4－1 2

138 杉戸町 病児保育室　とんことり 北葛飾郡杉戸町高野台西１－５－６ 0480-32-5687 北葛飾郡杉戸町高野台西２－６－３ 6

（公立）宮代町 保育所 病児

（医）社団　夢の輪会 診療所 病児

（公立）神川町 保育所 病後児

寄居町
（社福）大里ふくしむら その他（企業主導型保育事業） 病児

（社福）俊仁会 保育所 病後児

（社福）いずみ会 保育所 病児

（社福）萠芽福祉会 保育所 病児

（公立）毛呂山町 保育所 病後児

（株）アサヒロジティクス その他（企業主導型保育事業） 体調不良児

伊奈町
（社福）翠陽会 保育所 病後児

（社福）三愛福祉会 保育所 体調不良児

ふじみ野市
（社福）えんがわ福祉会 保育所 病児

（社福）信証会 保育所 病児

（学）ワタナベ学園 認定こども園 体調不良児

（社福）吉川仲よし会 保育所 体調不良児

（社福）コビーソシオ 保育所 体調不良児

（社福）コビーソシオ 保育所 体調不良児

（社福）千歳会 保育所 体調不良児

（社福）千歳会 保育所 体調不良児

（社福）ちとせ交友会 保育所 体調不良児

（社福）すくすくどろんこの会 保育所 体調不良児

吉川市

（医）社団　埼忠禎会 病院 病児

（公立）吉川市 保育所 体調不良児

（公立）吉川市 保育所 体調不良児

（社福）どろんこ会 保育所 病後児


