ショートス トワイライ
テイ
トステイ

さいたま市

○

○

川越市

○

○

熊谷市

○

×

川口市

○

○

行田市

○

○

飯能市

○

×

加須市

○

×

ホームページ

問合番号

ショートステイ
西区 支援課048-620-2661
http://www.city.saitama. 北区 支援課048-669-6061
jp/003/001/011/p00299
大宮区 支援課048-646-3061
3.html
見沼区 支援課048-681-6061
中央区 支援課048-840-6061
桜区 支援課048-856-6171
浦和区 支援課048-829-6139
南区 支援課048-844-7171
緑区 支援課048-712-1171
岩槻区 支援課048-790-0162
トワイライトステイ
スターチャイルドみなみ保育園
http://www.saitama048-872-1000
kosodate.jp/shiritai/cate あおぞらウィンクルム保育園
gory6/2012041100067/ 048-782-8716

○

×

狭山市

○

×

羽生市

○

×

深谷市

越谷市

○

○

http://www.city.kawag 049-298-4251
oe.saitama.jp/www/c
ontents/1311835082
816/

◆埼玉育児院ひまわりルーム（川越市大字
笠幡4904番地 ）

３歳〜小学３年

１泊2,750円
トワイライトステイ１回750円

http://www.city.kumaga 048-524-1452
ya.lg.jp/kurashi/service/
kodomo/seichou/kodom
onoshortstay.html
048-259－9005
http://www.city.kawaguc
hi.lg.jp/kbn/Files/1/201
30030/attach/41-42.pdf
https://www.city.gyoda.l 048-556-1111
g.jp/14/08/11/short_sta
y.html

◆愛泉乳児園（加須市土手２丁目１５番５７
号）:２歳未満
◆愛泉寮：２歳以上

２歳未満：１泊5,350円（非課
税世帯1,100円）
2歳以上：2750円
（非課税世帯1,000円）
ショートステイ／２ １泊5,350円
歳未満児
トワイライトステイ1回750 円

http://www.city.hanno.s 042-973-2111
aitama.jp/cmsfiles/cont
ents/0000000/809/h210
215.pdf
http://www.city.kazo.lg.j 0480－62－1111
p/cont/s302000/d02510
0/hpg000002012.html

http://www.city.sayama. 04-2953-1111
saitama.jp/kosodate/jos
ei/shien/short_stay.html
http://www.city.hanyu.lg. 048-561-1121
jp/kurashi/madoguchi/k
osodate/01_life/05_kodo
mo/child_shisetu/child_s
hisetu.html
http://www.city.fukaya.s 048-574-6646
aitama.jp/kosodate_kyoik
u/kosodate/sapotoshien
/1391661259645.html

○

○

朝霞市

○

×

久喜市

○

×

吉川市

○

×

寄居町

○

×

◆ショートステイ／児童福祉施設
◆トワイライトステイ／みどりご園 （朝日618-12）

◆長澤家庭保育室（行田市駒形2-11-11）：２ 生後6週間以上18 ２歳未満：１泊9,000円（非課
歳未満
歳未満
税世帯4,500円）
◆児童養護施設ケヤキホーム（行田市真名
2歳以上：4,650円
板2027）：２歳以上
（非課税世帯2,300円）
◆社会福祉法人同仁学院（日高市大字原宿 18歳未満
261番地）

◆愛泉乳児園（加須市土手２丁目１５番５７
号）:２歳未満
◆愛泉寮：２歳以上

18歳未満

２歳未満：１泊5,350円（非課
税世帯1,100円）
2歳以上：2750円
（非課税世帯1,000円）
２歳未満：１泊5,350円（非課
税世帯1,100円）
2歳以上：2750円
（非課税世帯1,000円）
２歳未満：１泊4,200円（非課
税世帯2,100円）
2歳以上：2,500円
（非課税世帯1,200円）

◆乳児院「玉淀園」寄居町：2歳未満
18歳未満
◆児童養護施設「桑梓」本庄市 ：2歳以上
◆児童養護施設「上里学園」上里町：2歳以
◆上
◆児童養護施設「さんあい」深谷市：2歳以上
◆児童養護施設「はなこみち」深谷市 ：2歳
以上
◆社会福祉法人同仁学院（日高市大字原宿 満2歳から小学校 １泊2,750円
261番地）
修了
（非課税世帯1,200円）
◆市内の児童養護施設

２歳以上１８歳未
満の

１泊4,5000円
（非課税世帯1,000円）

◆乳児院「玉淀園」寄居町
◆乳児院「愛泉乳児園」加須市
◆児童養護施設「さんあい」深谷市
◆児童養護施設「はなこみち」深谷市
◆児童養護施設「雀幸園」熊谷市
◆児童養護施設「上里学園」 上里町
◆児童養護施設「愛泉寮」加須市
◆川口乳児院（川口市）
◆富士見乳児院（久喜市）

18歳未満

ショートステイ／２歳未満：１
泊5,350円（非課税世帯
1,100円）
2歳以上：2750円
（非課税世帯1,000円）
トワイライトステイ／１日
1,000円（非課税世帯300円）

３歳未満

所得に応じて費用負担あり

◆ショートステイ：市と契約した乳児院
◆トワイライトステイ：むつみ会�母子生活支
援施設むつみ荘（戸田市新曽1191-8）�TEL
445-6787

ショートステイ／3
歳未満
トワイライトステイ
／小学1年から3
年生

ショートステイ／２歳未満：１
泊5,350円（非課税世帯
1,100円）
2歳以上：2750円
（非課税世帯1,000円）
トワイライトステイ／１日
1,000円（非課税世帯300円）

◆市内の里親宅

１８歳未満

https://www.city.kuki.l 0480-22-1111
g.jp/kyoiku/kosodate/
shien/short.html

◆富士見乳児院（本町7－2－72）
◆愛泉乳園（加須市土手2-15-57

3歳未満

２歳未満：１泊5,350円（非課
税世帯1,100円）
2歳以上：2750円
（非課税世帯1,000円）
所得に応じて、1日あたり0
円～5,350円

http://www.city.yoshika 048-982-9529
wa.saitama.jp/index.cfm/
25,19811,153,810,html

◆愛泉乳児園（加須市土手２丁目１５番５７
号）:２歳未満
◆愛泉寮：２歳以上

3歳未満

http://www.town.yorii. 048-581-2121
saitama.jp/soshiki/07/
kodomosyotosteyzig
you.html

◆康保会玉淀園（寄居町大字寄居４８９番
１８歳未満
地）２歳未満
◆児童養護施設さんあい（深谷市櫛挽１５－
２）２歳以上

http://www.city.koshig 048-963-9172
aya.saitama.jp/kuras
hi/kosodate/ikuji/azuk
e/kodomo_short_stay
.html
http://www.city.toda.sait 048-441-1800
ama.jp/11/10438.html

戸田市

費用
２歳未満：１泊5,350円（非課
税世帯1,100円）
2歳以上：2750円
（非課税世帯1,000円）

１時間100円から800円（年
齢や時間による）

×

×

年齢
小学生以下

◆スターチャイルドみなみ保育園 （大宮区桜 1歳から小学校3
木町1-185-2 ）
年生まで
◆あおぞらウィンクルム保育園（南区別所615-22）

http://www.city.honjo.lg.j 0495-25-1130
p/kurashi/kosodate/shi
en/1375691897858.html
本庄市

預け先
◆愛泉乳児園（加須市土手２丁目１５番
５７号）:２歳未満
◆愛泉寮：２歳以上

048-463-0364
http://www.city.asaka.lg.
jp/soshiki/22/shortstay.
html

ショートステイ／２歳未満：１
泊5,350円（非課税世帯
1,100円）
2歳以上：2750円
（非課税世帯1,000円）
ショートステイ／２歳未満：１
泊5,350円（非課税世帯
1,100円）
2歳以上：2750円
（非課税世帯1,000円）

