
令和4年７月１日現在 

施設名 開所時間(延長保育時間含む) 受入月齢 おむつの種類 おむつの入手方法 おむつの処理方法 布団 シーツ 土曜保育の申請 土曜保育の実施時間

小和田保育園 7時～19時 ６か月から 紙、布どちらでも可　 持ち込み 園で処理（費用負担・無）　

乳児：園で提供（毛布も含む）
　　　2歳児は布団の下の敷物を保護
　　　者持ち込み
幼児：保護者の持ち込み

乳児：保護者の持ち込み
　　　（毛布カバー含む）
幼児：保護者の持ち込み

特になし 7時～19時

室田保育園 7時～19時 ６か月から 紙、布どちらでも可　 持ち込み 園で処理（費用負担・無）　

乳児：園で提供（毛布も含む）
　　　2歳児は布団の下の敷物を保護
　　　者持ち込み
幼児：保護者の持ち込み

乳児：保護者の持ち込み
　　　（毛布カバー含む）
幼児：保護者の持ち込み

特になし 7時～19時

浜見平保育園 7時～19時 57日目から 紙、布どちらでも可　 持ち込み 園で処理（費用負担・無）　
乳児：園で提供
幼児：コット

乳児：保護者の持ち込み
幼児：保護者の持ち込み

特になし 7時～19時

鶴が台保育園 7時～19時 ６か月から 紙、布どちらでも可　 持ち込み 園で処理（費用負担・無）　
乳児：園で提供
幼児：保護者の持ち込み

乳児：保護者の持ち込み
幼児：保護者の持ち込み

特になし 7時～19時

香川保育園 7時～19時 ６か月から 紙、布どちらでも可　 持ち込み 園で処理（費用負担・無）　
乳児：園で提供（毛布も含む）
幼児：保護者の持ち込み

乳児：保護者の持ち込み
　　　（毛布カバー含む）
幼児：保護者の持ち込み

特になし 7時～19時

浜須賀保育園 7時～19時 ６か月から 紙、布どちらでも可　 持ち込み 園で処理（費用負担・無）　

乳児：園で提供（毛布も含む）
　　　1・2歳児は布団の下の敷物を
          保護者持ち込み
幼児：保護者の持ち込み

乳児：保護者の持ち込み
　　　（毛布カバー含む）
幼児：保護者の持ち込み

特になし 7時～19時

中海岸保育園（公設民営） 7時～20時 57日目から 紙、布どちらでも可 持ち込み 園で処理（費用負担・無）　
0～1歳児：園で提供
2～5歳児：コット

0～1歳児：専用品を購入
　　　　　（入園時に2,650円）
2～5歳児：保護者の持ち込み
　　　　　（バスタオルなど）

2日前までに申請
※急な仕事の場合は、
　前日申請でも対応

7時～20時
※ただし、利用者がいない場合は閉
所する場合あり

茅ヶ崎保育園 7時～19時 ６か月から 布 持ち込み　 持ち帰り 保護者の持ち込み 保護者の持ち込み　

申請は随時受付（0～1歳児
の場合は前日でも保育園の携
帯電話に連絡希望、１9時過
ぎでも可）

7時～19時

ひまわり愛児園
（プリエールひまわり）

7時～19時 ６か月から 紙
持ち込み、または園で一括
購入（サブスク）
≪2,700円／月≫

園で処理
（費用負担・有）≪200円／月≫
※サブスク利用者は込み

保護者の持ち込み 保護者の持ち込み
基本的に前月までに申請
（急な仕事の時は前日申請で
も対応）

7時～18時

なぎさ保育園 7時～19時 ６か月から 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無）　 園でベットを提供（費用負担・無） 保護者の持ち込み 前月15日までに申請
７時～18時
※今年度は職員不足のため土曜日の
延長保育は実施していない

松が丘保育園 7時～19時 ６か月から 紙　 持ち込み　
園で処理（費用負担・有）
≪0.1歳児クラス2,500円/年、
2歳児クラス1,500円/年≫

保護者の持ち込み
園で提供（費用負担・無）
※どちらでも対応しています。

園で提供（費用負担・無） 前々日までに申請 7時～18時

青和保育園 7時～19時 ６か月から 紙 持ち込み 持ち帰り 保護者の持ち込み 保護者の持ち込み
3日前までに申請（水曜まで
に申出）

7時～19時

十間坂保育園 7時～19時 ６か月から 紙、布どちらでも可　 持ち込み　 園で処理（費用負担・無）　 カバーのみ保護者の持ち込み カバーのみ保護者の持ち込み 水曜日までに申請
7時～19時
※保護者の利用実施時間によっては
19時前に閉所する場合あり

フィートリッヂ・フィールズ・緑が浜 7時～19時 ６か月から 紙 持ち込み 持ち帰り
園で提供（費用負担・有）
≪布団＋毛布 9,100円／年≫

保護者の持ち込み
（カバーを作っていただく）

5日前までに申請（急なお仕
事の場合前日でも対応）

7時～19時
※保護者の利用実施時間によっては
19時前に閉所する場合あり

西久保保育園 7時～19時 ６か月から 紙、布どちらでも可 持ち込み 持ち帰り 保護者の持ち込み 保護者の持ち込み 2日前までに申請 7時～19時

萩園愛児園 7時～19時 ６か月から 紙　 持ち込み 園で処理（費用負担・無）
乳児：保護者の持ち込み
幼児：簡易ベッド使用

保護者の持ち込み 3日前までに申請 7時～19時

梅雲保育園 7時～19時 ６か月から 紙、布どちらでも可 持ち込み 園で処理（費用負担・無） 保護者の持ち込み 保護者の持ち込み 5日前までに申請
7時～19時
※保護者の利用実施時間によっては
19時前に閉所する場合あり

芹沢保育園 7時～19時 ６か月から 紙、布どちらでも可 持ち込み 持ち帰り
園で提供（費用負担・無）※3・4・5
歳はバスタオル・毛布持ち込み

保護者の持ち込み 3日前までに申請 7時～19時

茅ヶ崎こども園 7時～19時 ６か月から 紙
手ぶら登園（使い放題）
≪2,280円／月≫

園で処理（費用負担・無） 園で提供 園で提供（費用負担・無） 前日までに申請 7時～19時

なぎさ第二保育園
（なぎさピクニック）

7時～19時 ６か月から 紙
持ち込み、その他（手ぶら
登園サブスクリプション利
用可）≪2,280円／月≫

園で処理（費用負担・無）
保護者の持ち込み、園で提供（利用負
担・無）

保護者の持ち込み、園で提供（利用負
担・無）

木曜日までに申請
７時～18時
※土曜日の延長保育は実施しており
ません。

※状況が変わる場合がありますので、詳細は各園にお問い合わせください。
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湘南くすの木保育園 7時～19時 ６か月から 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無） 園で提供（費用負担・無） 保護者の持ち込み

前日までに申請　※前日の午
前中までに申請としている
が、仕事の予定が分かった時
点でひと月の申請をしても
らっている

7時～19時

湘南なでしこ保育園
（湘南なでしこ保育園分園）

7時～19時 ６か月から 紙 持ち込み 持ち帰り 保護者の持ち込み 保護者の持ち込み 3日までに申請 7時～19時

レイモンド茅ヶ崎保育園 7時～19時 ６か月から 紙

手ぶら登園サービスを利用
（使いたい放題、おしりふ
きは無料で提供、サイズ交
換はお子様の発達をみて変
更）≪2,280円／月≫

園で処理（費用負担・無）

園が業者とレンタルして提供（費用負
担・有）≪500円／月≫
※月１回業者に布団乾燥をしてもらい
衛生面を保っている

保護者の持ち込み
申請書を20日に配布、月末
までに提出

7時～19時

うーたん保育園 7時～19時 ６か月から 紙　 持ち込み 園で処理（費用負担・無） 園で提供（費用負担・無）
園で提供（費用負担・無）
※希望があれば持ち込みも可

基本的に前月20日前までに
申請 7時～19時

汐見台キッズステージ 7時～19時 ６か月から 紙　 持ち込み 持ち帰り
0歳児と１歳児のみ園で提供（費用負
担・有）≪500円／月≫
他はベッド使用（費用負担・無）

保護者の持ち込み　布団の年齢のみ
（敷マット型でも大きいバスタオルで
も可、かけるタオルケットは全園児持
ち込み）

2日前までに申請 7時～19時

アスク茅ヶ崎保育園 7時～20時 57日目から 紙 持ち込み 園で処理（費用負担 ・無）  園で提供（費用負担 ・無）
保護者持ち込み
（防水シーツ、バスタオル1枚）

できる限りは前日までに申請 7時～20時

レイモンド湘南保育園 7時～19時 ６か月から 紙 園で一括購入 園で処理（費用負担・無）

０歳児のみ園で提供≪1000円／年≫
※８月・３月に500円を徴収
１歳以上スタキングベット使用（費用
負担・無）

保護者の持ち込み
（バスタオル２枚）

3日前（水曜日）までに申請 7時～18時

湘南アイルド茅ヶ崎保育園 7時～19時 ６か月から 紙 持ち込み　 園で処理（費用負担・無）
0.1歳クラス　保護者の持ち込み
2.3.4.5歳クラス　コット（午睡ベッド
使用）（費用負担・無）

保護者の持ち込み（ブランケットなど）

基本的には前月の25日まで
に1か月分を申請（但し急な
仕事での依頼はその都度相談
に応じています）

7時～19時

アスク茅ヶ崎さざん保育園 7時～20時 57日目から 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無） 保護者の持ち込み
保護者の持ち込み
（防水シーツ・バスタオル１枚）

基本は前月までに申請・前日
などの申し込みは対応できな
い事があります

7時～20時

茅ヶ崎もりのこ保育園 7時～20時 57日目から 紙　
手ぶら登園（使い放題）
≪2,280円／月≫

園で処理（費用負担・無） 園で提供（コット） 保護者の持ち込み　 5日前までに申請 7時～19時　

茅ヶ崎ゆめいろ保育園 7時～19時 ６か月から 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無） 保護者の持ち込み 保護者の持ち込み
前月20日までに翌月の登園
希望を申請

7時～18時

茅ヶ崎ゆめいろ保育園南口分園 7時～19時 1歳児クラスから 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無） 保護者の持ち込み 保護者の持ち込み
前月20日までに翌月の登園
希望を申請

7時～18時
（土曜は本園で保育）

すまいるステーション保育園 7時～19時30分 57日目から 紙　 持ち込み

園で処理（費用負担・有）
≪0-2歳・1,980円／年（990円×
2回）、3-5歳・1,320円／年
（660円×2回）≫

保護者の持ち込み 保護者の持ち込み
前月25日前までに申請（期
日後でも必要であれば随時相
談頂き受け入れ可）

7時～19時30分

ぽかぽか保育園 7時～19時30分 １歳児クラスから 紙　 持ち込み　 園で処理（費用負担・無） 園で提供（費用負担・無）　 保護者の持ち込み（バスタオルで代用）毎週水曜日までに申請 7時～19時30分

マミー保育園茅ヶ崎 7時～20時 １歳児クラスから 紙　 持ち込み
園で処理（希望者）（費用負担
有）≪350円／月≫

保護者の持ち込み（タオルセット）、
園で提供（布団）（費用負担・無）

保護者の持ち込み
（防水シーツ、バスタオル2枚）

前月に登園予定表を提出 7時～20時

松浪れいらに保育園 7時～20時 57日目から 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無）
園で提供（費用負担・有）≪500円／
月≫

シーツ使用なし（上掛け用バスタオル
を保護者持ち込み）

申請書を前月２５日までに提
出。変更、追加などは前日ま
でに申請で対応。

7時～20時

あおぞら輝き保育園 7時～19時 ６か月から 紙　 持ち込み　 持ち帰り

敷き布団は園で提供（費用負担・有）
≪500円／月≫
※毛布、タオルケットは保護者の持ち
込み

保護者の持ち込み　 7日前までに申請 7時～18時

メリーポピンズラスカ茅ヶ崎ルーム 7時～20時 ６か月から 紙・布どちらでも可 持ち込み 園で処理（費用負担・無） 保護者の持ち込み 保護者の持ち込み 前日までに申請 7時～20時

ことりの詩保育園 7時～20時 57日目から 紙　 持ち込み　 園で処理（費用負担・無）
園で提供（費用負担・有）
≪500円/月≫

園で提供（費用負担・有）
≪1,000円/年≫

前月25日までに申請 7時～20時
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茅ヶ崎ひよこ保育園 7時～19時30分 57日目から 紙 持ち込み
園で処理（費用負担・有）
≪0～2歳児1,980円／年、
3～5歳児1,320円／年≫

園で提供（費用負担・有）
≪3,100円／枚≫

保護者の持ち込み
1か月前から7日前までに申
請

7時～19時30分

ピノキオ幼児舎茅ヶ崎保育園 7時～20時 ６か月から 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無） 園で提供（費用負担・無）
保護者の持ち込み、園で提供（費用負
担・有）≪500円／枚≫

3日前までに申請 7時～20時

まなびの森保育園辻堂 7時～20時 ６か月から 紙　
手ぶら登園（使い放題）
≪2,280円／月≫

園で処理（費用負担・無） 保護者の持ち込み（バスタオル2枚） 使用なし
原則前月末までに申請だが前
日でも可

7時～19時

まなびの森保育園茅ヶ崎 7時～20時 ６か月から 紙　
手ぶら登園（使い放題）
≪2,280円／月≫

園で処理（費用負担・無） 保護者の持ち込み 保護者の持ち込み（バスタオル2枚）
その週の月曜日までに申請
（月極は前月末までに申請）

7時～19時

湘南辻堂はないろ保育園 7時～19時30分 57日目から 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無） 園で提供（費用負担・無）　 保護者の持ち込み　 3日前までに申請 7時～19時30分

鶴嶺フェルマータ保育園 7時～19時 57日目から  紙 ,布どちらでも可

持ち込み、その他（外部企
業のおむつ・おしりふきサ
ブスクリプションサービ
ス）≪2,280円／月≫

園で処理（費用負担・無）
園で提供（費用負担・有）
≪ 洗濯込950円/月≫

園で提供（費用負担・有）
≪布団代に込≫

前月25日までに申請 7時～19時

ウェルネス保育園茅ヶ崎 7時～20時 57日目から 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無） ネットベッドを園で用意
保護者の持ち込み
（シーツ用のバスタオルを保護者が用
意）

前月20日までに申請、シフ
トが直前の保護者は７日前ま
でに申請

7時半～18時半

辻堂もりのこ保育園 7時～20時 6か月から 紙　
手ぶら登園（使い放題）
≪2,280円／月≫

園で処理（費用負担・無） 園で提供（コット）（費用負担・無） 保護者の持ち込み　 その週の月曜日までに申請 7時～19時

松林こころえん 7時～19時 6か月から 紙、布どちらでも可 持ち込み 園で処理（費用負担・無） 保護者の持ち込み 保護者の持ち込み 2日前まで ７時～18時

茅ヶ崎松若こども園 7時～19時 6か月から 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無）
園で提供（費用負担・無）
（バスタオルのみ持参）

保護者の持ち込み
（0～2歳児のみ、3歳児以上はコット
使用のためシーツ不要）

前月の20日までに申請 7時～18時

平和学園幼稚園 7時～19時 1歳児クラスから 紙 持ち込み
園で処理（費用負担・有）
≪2００円／月≫

保護者の持ち込み
（おひるねベッドを使用するのでタオ
ルケットのみ）

保護者の持ち込み
（バスタオルを使用）

前日までに申請 7時～19時

やまゆり幼稚園 7時30分～18時30分 3歳児クラスから 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
前月までに申請
（直前の利用は応相談）

7時30分～18時30分

やまゆり第二幼稚園 7時30分～18時30分 3歳児クラスから 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 前月までに申請 7時30分～18時30分

マドカ幼稚園 7時30分～18時30分 3歳児クラスから 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし 前月までに申請 7時30分～18時30分

聖鳩幼稚園 ７時～１９時 ３歳児クラスから 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無）
園で提供（費用負担・無）
（バスタオルのみ持参）

園で提供（費用負担・無） 前日までに申請 ７時～１８時

湘南幼児学園 ７時～１９時 ３歳児クラスから 紙 持ち込み 持ち帰り 該当なし 該当なし 前月１０日までに申請 ７時～１９時

わかまつキッズROOM 7時～19時 1歳児クラスから 紙　 持ち込み 園で処理（費用負担・無）
掛け布団は保護者の持ち込み　ベット
（コット）使用（費用負担・無）

保護者の持ち込み 3日前までに申請 7時～19時

マザーグース保育ルーム 7時～20時 57日目から ボックス紙 持ち込み 持ち帰り 持ち込み 持ち込み 1か月前までの申請 7時～20時

茅ヶ崎みらい保育園 7時～19時 57日目から 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無） 園で提供（費用負担・無） 保護者の持ち込み 20日前までに申請 7時～19時



施設名 開所時間(延長保育時間含む) 受入月齢 おむつの種類 おむつの入手方法 おむつの処理方法 布団 シーツ 土曜保育の申請 土曜保育の実施時間

※状況が変わる場合がありますので、詳細は各園にお問い合わせください。

MIRATZ湘南茅ヶ崎保育園 7時～20時 57日目から 紙　 持ち込み 園で処理（費用負担・無） 園で提供（費用負担・無）　 保護者の持ち込み　 3日前（水曜日）までに申請 ７時～２０時

ゆうゆう保育園 7時～19時 ３か月から 紙
園で購入（持ち込み可）
※費用はメーカーにより異
なり、パック単位で購入

園で処理（費用負担・無） 園で提供（費用負担・無） 園で提供（費用負担・無） 1か月前までに申請 7時～19時

さくら保育ルーム 7時～19時 ３か月から 紙　 持ち込み　 園で処理（費用負担・無）
保護者の持ち込み：バスタオル、タオ
ルケットなどの掛布団を1枚
園で提供：簡易ベッドを使用

無 前日までに申請 7時～18時

ピノキオ幼児舎辻堂園 7時～19時 1歳児クラスから 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無） 園で提供（費用負担・無） 保護者の持ち込み　 前月20日までに申請 ７時～18時

マザーグースBRANCH茅ヶ崎２保育園 7時～20時 57日目から ボックス紙 持ち込み 持ち帰り 保護者の持ち込み
保護者の持ち込み
（バスタオル２枚又はフリースを保護
者が用意）

1か月までにできれば申請、
急用の場合は前日でもOK

7時～20時

本宿みらい保育園 7時～19時 57日目から 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無） 園で提供（費用負担・無） 保護者の持ち込み 20日前までに申請 7時～19時

サザンみらい保育園 7時～19時 57日目から 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無） 園で提供（費用負担・無） 保護者の持ち込み 20日前までに申請 7時～19時

MIRATZ湘南辻堂保育園 7時～19時 57日目から 紙 持ち込み　 園で処理（費用負担・無） 園で提供（費用負担・無） 保護者の持ち込み 7日日前までに申請 ７時～１８時

ぽとふ茅ヶ崎 7時～19時 57日目から 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無） 保護者の持ち込み 保護者の持ち込み 前日に申請 7時～19時

サクラフェリーチェ　保育園・辻堂 7時～19時 57日目から 紙 持ち込み
園で処理（費用負担・有）
≪300円／月≫

園で提供（費用負担・無 ）
保護者の持ち込み 希望者のみ園で提供
（費用負担・有）
≪1,100円／1枚≫

前の月の20日までに申請・
急な場合は、木曜日までに申
請（要相談）

7時～19時

BabyルームCoppice（木村　くみ子）
月曜日～土曜日
8時30分～17時のうち
1日8時間

生後6週から 紙 持ち込み 持ち帰り 保護者の持ち込み 保護者の持ち込み 7日前までに申請 8時30分～17時のうち1日8時間

とまとさんの保育室（杉浦　美奈子）
月曜日～土曜日
8時30分～17時のうち
1日8時間

生後6週から 紙、布どちらでも可　 持ち込み 持ち帰り 保護者の持ち込み 保護者の持ち込み　 7日前までに申請 8時30分～17時のうち1日8時間

よちよち保育室（野田　祐子）
月曜日～土曜日
8時30分～17時のうち
1日8時間

生後6週から 紙、布どちらでも可 持ち込み 持ち帰り 保護者の持ち込み 保護者の持ち込み　
14日前までに申請（ただし急に利用
が必要になった場合はこの限りでは
ない）

8時30分～17時のうち1日8時間

ふれ～ず保育室（田中　あかね） ８時～１８時 生後6週から 紙、布どちらでも可 持ち込み 持ち帰り
園で提供（費用負担・無）
（バスタオル２枚（敷き・かけ）持
参）

コット使用のためシーツ不要
（費用負担・無）

前月２５日までに申請
8時30分～17時のうち1日8時間
※令和４年９月２２日修正

かもめ保育園 7時～19時 ６か月から 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無）
園で提供（費用負担・有）
≪500円／月≫

保護者の持ち込み 前月20日前までに申請 7時～18時

おひさまキッズアカデミー 7時～19時 1歳児クラスから 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無）
園でベットを用意
（ベットで使用する敷用バスタオルと
掛け用バスタオルは保護者持ち込み）

園でベットを用意
（ベットで使用する敷用バスタオルと
掛け用バスタオルは保護者持ち込み）

3日前までに申請 7時～19時

湘南くすの木　けん 7時～19時 ６か月から 紙 持ち込み 園で処理（費用負担・無） 園で提供（費用負担・無） 保護者の持ち込み 前日までに申請 6時50分～19時


