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はじめに 

２０１５年度から子ども・子育て支援新制度がはじまり、幼児教育・保育施設は、幼稚園・

保育所・認定こども園・家庭的保育者（保育ママ）・小規模保育園などと多様化しています。 

この冊子には、町田市内における幼児教育・保育施設の情報が掲載されています。幼稚園

や保育園などの入園を検討しているご家庭のみなさまに施設のさまざまな情報をご紹介す

ることで、事前に入園後のイメージをお持ちいただきたいと考えています。 

幼稚園・保育園等は、園によってさまざまな教育・保育の取り組みを行っています。この

冊子をきっかけにして、ぜひ一度、幼稚園・保育園等にお子さまと一緒に見学においでくだ

さい。ご家庭の状況や考え方に共感できる施設と出会う一助となれば幸いです。 

２０２２年７月  

町田市子ども生活部保育・幼稚園課 
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町田市内の教育・保育施設の種類 

施設種類 
私学助成 

子ども・子育て支援新制度 

施設型給付 

幼稚園 幼稚園 認定こども園 認定こども園 

施設の特長 

満３歳以上の未就学のお子さんが教育を受け

る施設。 

預かり時間は基本的に４時間程度だが、多く

の園で早朝から夕方までの預かり保育を実施

している。 

保護者が仕事や病気等の理由のため

に、家庭で保育することが困難なお子

さんを保育する施設。幼稚園と保育園

の機能や特長をあわせもつ。３歳児以

上のお子さんは幼児教育と保育をあわ

せて受けることができる。 

入園できる年

齢

３～５歳児※1 

歳

１～５歳児 

支給認定の必要 無 有 有 

支給認定の区分 １号 ３歳未満：３号 ／ 満３歳以上：２号 

開園日 月曜日～金曜日 月曜日～土曜日 

年齢別に求めら

れる職員の数 

（この他、必要に

応じて配置される

職員がいます） 

１学級あたり

専任教諭１人

（１学級の幼

児数は 35人

以下が原則） 

3 歳児：20 人に 1 人（施設によっては

15人に 1人） 

4～5歳児：30人に 1人 

幼保連携型 

1歳児：5人に 1人※2 

2歳児：6人に 1人 

3歳児：20人に 1人（施

設によっては 15人に 1

人）、 
4～5歳児：30人に 1人 

幼稚園型 

2歳児：6人に 1人 

3歳児：20人に 1人 （施

設によっては 15 人に 1

人）、 
4～5歳児：30人に 1人

保育に携わる職

員の免許・資格

（特例的に認めら

れる場合もありま

す）

幼稚園教諭 

（一種・二種・専修） 

幼保連携型 １～５歳児：保育教諭 ※3 

幼稚園型 ２歳児：保育士 ３～５歳児：保育教諭 ※3（両免許・資格

の併有が望ましいが、いずれかでも可） 

食事の提供 各施設による 給食※5 

保

育

料 

金額 

（月額） 
各施設による 

市町村民税額に応じて 

市が定める金額 
市町村民税額に応じて市が定める金額 

納付先 各施設 各施設 

申込先 各施設 
１～２歳児：市 

３～５歳児：各施設 

※1 プレ保育や預かり保育を利用して、１・２歳児からも利用できる園があります。
※2 市独自に配置している人数です。
※3 幼稚園教諭＋保育士資格
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子ども・子育て支援新制度 
認可外保育施設（一部） 

施設型給付 地域型保育給付 

認可保育園 小規模保育園 家庭的保育者（保育ママ） 企業主導型保育 認証保育所 

保護者が仕事や病気

等の理由のために、

家庭で保育すること

が困難なお子さんを

集団で保育する施

設。 

保護者が仕事や病気

等の理由のために、

家庭で保育すること

が困難な０歳～２歳

児のお子さんを最大

１９人まで保育する

施設。 

保護者が仕事や病気

等の理由のために、家

庭で保育することが

困難なお子さんを家

庭的保育者の自宅な

どで保育する施設。 

０歳～２歳児までの

お子さんを、少人数で

家庭的な雰囲気のも

とで保育を行う。 

企業で働く従業

員に、働き方に応

じた保育サービ

スを提供する施

設。国が定める設

置基準を満たし

ている。施設によ

っては従業員以

外の利用枠があ

る。 

東京都が定める

設置運営基準を

満たし、東京都の

認証を受けた保

育施設。 

０～５歳児 ０～２歳児 ０～２歳児 各施設による 

有 有 各施設による 

３歳未満：３号 ／ 満３歳以上：２号 
  ３歳未満：３号 

満３歳以上：２号 

月曜日～土曜日 月曜日～土曜日 月曜日～金曜日 各施設による 

0歳児：3人に 1人 

1歳児：5人に 1人※2 

2歳児：6人に 1人 

3歳児：20人に 1人、 
（施設によっては 15 人に

1人）

4～5歳児：30人に 1人 

0歳児：3人に 1人 

1歳児：5人に 1人※2 

2歳児：6人に 1人 

0～2歳児：3人に 1人

（補助者を置く場合は 5人

に 2人） 

0歳児：3人に 1人 

1～2歳児：6人に 1人 

3歳児：20人に 1人、 
4～5歳児：30人に 1人 

1歳児：3人に 1人 

1～2歳児：6人に 1人 

3歳児：20人に 1人、 
4～5歳児：30人に 1人

保育士 保育士
家庭的保育者 ※4

（＋家庭的保育補助者） 

保育従事者の 1/2
以上が保育士 
（保育士以外には研修

実施）

保育従事者の６
割以上が常勤の
保育士 

給食※5 各施設による 

市町村民税額に応じて市が定める金額 各施設による 

市 各施設 各施設 各施設 

市 各施設 

※4 特定の研修を修了する等の要件を満たす必要があります。
※5 アレルギー等の特別食については要相談。

この冊子で紹介している施設です。 
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教育・保育施設の選び方のポイント 

まずは情報収集を 

・ 保育園等について情報の収集や相談をしましょう。

事前に見学を 

・ 入園決定後または入園後に「時間が合わない」「雰囲気が違う」というようなことがないよう、

決める前に必ず施設を見学しましょう。

・ 各施設に連絡をして、見学日程を調整しましょう。

・ 必ず希望保育園等の受け入れ年齢、開園時間、延長保育時間等を確認しましょう。

複数の園を見学しましょう 

・ １つの園だけでなく、可能な限り多くの園を見学してみましょう。比較することによって各ご家

庭に適した園を見つけることができます。

見た目だけで決めないで 

・ キャッチフレーズ、建物の外観がきれい、園庭の遊具が楽しそうなど、見た目だけで決めるのは

おすすめできません。保育の様子や保育方針なども確認してみましょう。

保育の様子を見て 

・ 各園の可能な範囲で、子どもたちの保育室での様子を見学させてもらいましょう。

（※園によっては乳児室に入れない場合があります。）

・ 子どもたちは笑顔で楽しそうに遊んでいますか。表情がいきいきとしているか見てみましょう。 

・ 先生たちの子どもへの言葉のかけ方や接し方は穏やかですか。笑顔で子どもたちに接している

か見てみましょう。

施設の様子を見て 

・ 子どもたちの遊びに合ったおもちゃが置いてありますか。また外遊びをしているか聞いてみま

しょう。

・ 園庭の無い園は、天気の良い日はどのように過ごしているか聞いてみましょう。

・ 陽当たりや風通しがよいか、また清潔か見てみましょう。

保育の方針を聞いて 

・ 園長や保育する人から、保育方針や保育内容について聞いてみましょう。

・ 園の子どもたちに対する思いに共感できましたか。

・ どんな給食が出されているか聞いてみましょう。

・ 子どもが病気や怪我をしたときはどのように連絡が来るか、連絡帳などでの家庭との連絡や参

観の機会などがあるか、聞いてみましょう。

預けはじめてからもチェックを 

・ 預けはじめてからも、折にふれて保育のしかたや子どもの様子を見てみましょう。

疑問は率直に 

・ 疑問があったら、園の先生に相談してみましょう。
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教育・保育施設の見学のポイント 

お子さんと一緒に見学に行きましょう。 

～ 施設選びのポイント ～ チェック

保育方針を聞きましたか。園の子どもたちに対する思いに共感できましたか。 

0歳児室は一人ひとりの生活リズムにあったスペースが確保されていますか。 

子どもたちの遊びにあったおもちゃが置いてありまか。 

子どもたちは、笑顔で楽しそうに遊んでいますか。 

先生たちは、子どもたちに笑顔で接していますか。 

先生たちの子どもたちへの言葉のかけ方や接し方は、穏やかで愛を感じますか。 

保護者の参加が必要な行事は年間でどれくらいありますか。（平日？休日？） 

子どもたちの安全は、どのように守られていますか。（セキュリティの面等） 

子どもが病気や怪我をしたときは、どのように連絡が来ますか。（電話？メール？） 

保育料金以外の費用（教材・園服・カバン等）は何かありますか。 

延長保育は、どのような利用方法になっていますか。（時間・料金・過ごし方等） 

部屋の中が整理整頓され、掃除は行き届いていますか。 

日当たりや風通しは十分に確保されていますか。 

園庭のない園。天気の良い日はどのように過ごしますか。 
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相談窓口 

（１）保育コンシェルジュ『入園や保育サービスに関すること』

 就学前までのお子さんの保護者を対象に幼稚園や保育園等の施設・保育サービスの情報提供や相

談・助言を行います。公立保育園等での保育経験豊富な職員です。 

○たとえばこんな相談があります。

・幼稚園と保育園等の違いについて

・保育園等の見学のポイントについて

・家の近くの幼稚園や保育園等の情報等

それぞれのご家庭の状況に応じたアドバイスを行います。電話相談も受付します。 

相談場所 電 話 所在地 相談日時 

保育・幼稚園課 

（市庁舎２階 204窓口） 
042-724-2137 森野2-2-22 

月曜日～金曜日 

9:00～17:00 

祝日・12/29～1/3を除く 

（２）地域の相談窓口『地域の情報や子育てに関すること』

  地域の育児相談や様々な子育ての悩み事相談、また、子育てサークル活動などの相談にも応じます。 

相談場所 電話 所在地 相談日時 

堺地域子育て相談 

センター※
042-770-7446

相原町2025-2 

（子どもセンターぱお内） 
月曜日～金曜日 

8:30～17:00 

祝日・12/29～１/３を

除く 

※堺・町田地域子育

て相談センターにつ

いては、8:30～10:00

は電話相談のみとな

ります。

忠生地域子育て相談 

センター
042-789-7545

山崎1-2-14 

（山崎保育園内） 

鶴川地域子育て相談 

センター
042-734-3699

大蔵町1913

（子どもセンターつるっこ内） 

町田地域子育て相談 

センター※
042-710-2747

中町1-31-22 

（子どもセンターまあち内） 

南地域子育て相談 

センター
042-710-2752

金森東1-12-16 

（金森保育園内） 

8



７：００ ・順次登園

・早朝保育

９：００
・クラス別保育

・補食

・遊び、活動

１１：００

１２：００

１３：００

１５：００

昼食

午睡

・補食

・遊び、活動

１６：００

・夕方保育

・順次降園

１８：００

・補食

・延長保育

・クラス別保育

・幼児教育

・遊び、活動

昼食

午睡

・補食

・遊び、活動

０～２歳児 ３～５歳児

保育園での１日のすごしかた 

保育園における標準的な活動内容です。各保育園によって活動の時間や内容については

様々です。保育標準時間と保育短時間によって登降園の時間が異なります。また、早朝と夕

方の保育は、クラスを合同で行う場合があります。 
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７：００

９：００

１１：００

１２：００

１３：００

１４：００

１６：００

順次降園

１８：００

・幼児教育

・遊び、活動

昼食

・遊び、活動

・降園

・おやつ

・預り保育

３～５歳児

・登園

・預かり保育

登園

幼稚園での１日のすごしかた 

幼稚園における標準的な活動内容です。各幼稚園によって、活動の時間や内容については

様々です。町田市内には、早朝や夕方の預かり保育を利用できる幼稚園も多数あります。 
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よくあるご質問

Ｑ．園選びで重要なことは何ですか？ 

まずは大切なお子さんを中心に、お父さん、お母さんでよく話し合うことです。何歳

から利用を始めるのか・お父さん、お母さんの働き方、今後の生活設計、送り迎えのこ

と、おじいさん・おばあさんからサポートを受けられるかなど、お子さまを園に預け始

めたあとの生活を具体的にイメージしながら、必要な保育について話し合ってみてくだ

さい。 

Ｑ．園を選ぶとき、何をすればよいですか？ 

 まずは情報を集めることが大切です。この施設情報を参考に、開園時間、自宅からの

距離、教育・保育方針など、いろいろな園を比べてみましょう。毎日利用する園ですの

で、生活に無理をきたさないか、ご家庭の状況に適しているか、考えてみてください。

また、思いっきり運動できるところがよいとか、造形活動や音楽に力を入れているとこ

ろがよいとか、お父さん、お母さんの子育ての考え方に合っているかも重要です。気に

なった園を何か所か選び、見学に行く園を決めます。見学はぜひお子さまと一緒におで

かけください。園の第一印象や、園長先生の話に共感した、クラスの先生の対応に好感

を持った、子どもが楽しそうな感じがした、など見学の際に感じたことを大事になさっ

てください。 

Ｑ．施設の種類がたくさんあってよくわかりません。 

 よくお問い合わせをいただくのは、「認定こども園」、「小規模保育園」「家庭的保育者

（保育ママ）」についてです。 

「認定こども園」は、保育園と幼稚園の機能や特徴を併せ持った園です。３歳以上の

お子さんは、幼児教育と保育を併せて受けることができます。また、ご家庭の状況に合

わせて、教育利用と保育利用で預け方を変えることができることも特徴です。 

「小規模保育園」は、０歳（園によっては１歳）から２歳児までのお子さんを最大１９

人まで保育する園です。３歳以降は園によって進級先が設定されていますので、小規模

保育園を選ぶ際は進級先の連携園についても確認するようにしましょう。 

「家庭的保育者（保育ママ）」は、０歳から２歳児までのお子さんを、少人数の家庭的な

雰囲気のもとで保育する園です。利用時間は原則、１日８時間（保育短時間）に限りま

す。 
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Ｑ．幼稚園と保育園、どちらがいいでしょうか？ 

お父さん、お母さんの働き方や、これからの生活設計に伴うお仕事探しなど、ご家庭

の状況を確認しましょう。お子さんをどのくらい預ける必要があるかで、保育園と幼稚

園の選び方が変わってきます。幼稚園でも、早朝や夕方の預かり保育を行なっている場

合があります。 保育園では、幼児期の教育を受けることができないと考えている方も

多いのですが、幼稚園でも保育園でも、幼児期に身につけるべきことを身につけられる

ようになっています。 

Ｑ．入園するための申込み手続きは決まっていますか？ 

希望する園の基本情報「施設類型」を確認してください。 

認可保育園（公立）、認可保育園（私立）、小規模保育園、家庭的保育者（保育ママ）

は、町田市役所保育・幼稚園課に申し込みます。認定こども園は、保育を必要とする１

歳から２歳児（３号児）クラスを申込む場合は町田市役所保育・幼稚園課に、３歳から

５歳児（２号児）クラスを第一希望で申込みする場合は、各認定こども園に申し込みま

す。申込の締切りや必要書類については、「入園のしおり」を確認してください。幼稚園

（新制度適用）、幼稚園（新制度非適用）と、認定こども園を教育で利用する（１号児）

場合は、直接園に申し込みます。手続きについては直接園にお問い合わせください。 

Ｑ．９月の誕生日で２歳になったら、１０月から２歳クラスに申込みできますか？ 

その年度の４月１日時点の年齢がクラス年齢ですので、ご質問の場合、お子さんは１

歳クラスでの申込みとなります。 

Ｑ．何歳から入園できますか？ 

町田市の認可保育園、小規模保育園、家庭的保育者（保育ママ）の０歳児クラスは、

生後８週間を経過したお子さんから申込むことができます。施設情報にはクラス定員が

記載されておりますのでご参照ください。 

Ｑ．園の見学をしたいときはどうすればよいですか？ 

事前に園に連絡し、お日にちや時間を調整したうえでお出かけください。園の雰囲気

を知るために、園が行っている園庭解放や子育て支援事業にも参加してみてください。 
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施設種類 園名 住所 ページ 

認可保育園 玉川さくら 玉川学園 3-35-48 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

認可保育園 未来保育 CLUB 
中町 1-31-4 

NTT町田ビル 1F 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

認可保育園 なごみ第二 原町田 3-19-6 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

認可保育園 なごみ 原町田 5-1-5 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

認可保育園 太陽の子町田駅前 
原町田 6-17-8 

クオーレ 1F
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

認可保育園 市立町田 原町田 6-26-15 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

認可保育園 赤ちゃんの家 原町田 6-27-10 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

認可保育園 本町田わかくさ 本町田 29-8 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

認可保育園 わかば 本町田 2591-20 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 

認可保育園 草笛 藤の台 1-1-56 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 

認可保育園 開進こども 本町田 3350-38 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 

認可保育園 森野三丁目 森野 3-11-16 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 

認可保育園 もりの聖愛 森野 4-8-10 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 

認可保育園 まちっこ 南大谷 1400-1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

認可保育園 町田プチ・クレイシュ 
原町田 6-28-19 

フジビル 98 1F
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 

認定こども園 玉川中央幼稚園 玉川学園 2-3-27 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45 

認定こども園 開進幼稚園 藤の台 1-2-1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 

認定こども園 さふらん 本町田 2441 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 

小規模保育園 たけとんぼ 森野 2-24-15 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 

小規模保育園 つながり保育園・まちだ 
原町田 5-3-8 

フジテラス 1F
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 

小規模保育園 
つながりづくり保育園・ 

原町田α 
原町田 5-5-20 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55 

小規模保育園 
つながりづくり保育園・ 

原町田β 
原町田 5-5-20 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57 

小規模保育園 
つながりづくり保育園・ 

原町田プラス 

原町田 4-19-17 

グリーンコート町田 1F 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59 

小規模保育園 さくらんぼ 
森野 1-7-11 

ザ・レジデンス町田 1Ｆ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 

小規模保育園 町田なかよし 原町田 2-12-17 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 

家庭的保育者 Aloha Keiki 玉川学園 4-23-14 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65 

家庭的保育者 ぐりーんぴーす 南大谷 1165-6 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66 
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【１．基本情報】

徒歩 分

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

お別れ遠足

個人面談※ 生活発表会※ 卒園式※

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式（入園児のみ）※ プール開き 防災訓練※ 保護者会※

秋の健康診断春の健康診断

保護者会※ 夏祭り※ 運動会※ まめまき

親子遠足※ お泊り保育 バス遠足 ひなまつり

2 1 2 2 1 2
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

28

4 3

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

67

異年齢保育 あり ３、４、５歳児の兄弟グループで行う活動があります。

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～19:00 7:00～18:00

9 10 12 12 12 12

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 あり 慣らし保育等の目安
2､3日から1週間程度早めのお迎えを依
頼(要相談)

第三者評価最終評価年度 2020年

園へのアクセス 玉川学園前駅より徒歩5分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 玉川学園子ども広場 1 送迎保育ステーション利用の有無

子どもが夢中になってあそぶ環境、ワクワクした気持ちを大切にしながら、日々の生活や様々な経験を通して、興味、関心、意欲を引き出しています。
兄弟グループ（異年齢）活動では、社会性や協調性、思いやりの心を育んでいます。
講師による体操指導・和太鼓指導を行っています。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法6,000円 口座引き落とし

玉川さくら保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 光琳会 開設年月 2002年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分毎に１５０円　１８：０１以降は標準時間の区分に同じ

合計

38

職員一人当たりの
平均経験年数

10 年

×

TEL 042-725-2166 FAX 042-710-0206 HP https://www.tamagawasakura.site/

所在地 町田市玉川学園3-35-48

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 無料

補食はビスケット等の軽食です。

・避難訓練（毎月）・保育参加は随時行っています。・誕生日は個々にお祝いをします。行事に関する補足事項

延長料金 ３０分毎に３００円（月の上限３，６００円）

延長保育に関する補足事項

18:01～19:00

あり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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玉川さくら保育園

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

○ × ○ ○ ○

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 後払い

支払方法 現金

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 マイ保育園の登録は、事前に園にお問い合わせください。

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり

月・火・木・金
８：３０～１１：３０
子育てひろばカレンダーをご
覧ください。

園との懇談会

一時保育

１０人／一般５人・定期５人（０歳児～５人）

料金
０歳児５００円、１歳以上４００円
給食２００円、おやつ１００円、ミルク５０円

保護者会 開催頻度 年に2回 保護者会費 無 その他補足 個人面談（年に１～２回）

○

定員

持ち物
着替え、紙おむつ、お尻拭き、汚れ物用ビニール袋、バスタオル２
枚、食事用エプロン、タオル等。詳細は一時保育しおりに記載して
あります。

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

生後８週～

月～金

希望月の前月１日～ホームページ予約
ホームより

紙おむつ持ち込み

園で廃棄（廃棄費用徴収無）

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ソバ、ピーナッツ、ナッツ類、貝類、魚卵

完全除去可能なアレルギー品目
鶏卵　牛乳・乳製品　ソバ　ピーナッツ　ゴマ　ナッツ類
甲殻類　貝類　魚卵　魚類　果物類

代替品の提供 無

障がい児等の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

冷凍母乳の持ち込み 不可

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日もしくは､土曜日(週1回)

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

町田第五小学校、南大谷小学校

昼寝用布団 園で用意 布団カバー・掛け布団（毛布）・夏場はタオルケット

月・火・木・金　１１：００～１１：３０

要相談

不可

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

無

家庭にない場合は体操着（４．５歳児）

開催頻度 年に2回

持ち物に関する補足事項 ０歳児～２歳児は、食事用ハンドタオルを毎日３枚、３歳児～５歳児は、コップ（割れない物）を毎日持参していただきます。

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

幼児クラス　遠足

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

春の親子遠足　※ プール開き・スイカ割 運動会　※ 発表会　※

クリスマス会春の園児健診

懇談会　※ 夏祭り 秋の園児健診 卒園式※

個人面談　※ 引き渡し訓練　※ 卒園児お別れ遠足

2 1 1 4 1 0
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

20

3 無

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

75

異年齢保育 あり ０歳児～開始　土曜保育は異年齢保育になります

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～21:00 7:00～18:00

8 9 13 15 15 15

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 あり 慣らし保育等の目安 概ね2週間 ※要相談､伸びることも有り 第三者評価最終評価年度 平成29年12月

園へのアクセス 小田急町田駅より徒歩7分

園庭の有無 無 活動で利用する主な公園等 芹が谷公園、シバヒロ等 3～10 送迎保育ステーション利用の有無

ゆったりと穏やかな環境の中で家庭的なぬくもりいっぱいの保育。健康で明るく元気な子、優しく思いやりのある子、自分の考えを餅表現できる子、未来への夢を広
げられる子を育てます。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法6000円(月額)※夕食代は別途 現金 または 銀行振込

未来保育CLUB

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 NPO法人 サニーサイド 開設年月 2005年4月

保育短時間利用者の延長料金 ０～１歳児３０分３１０円、２～５歳児３０分２５０円

合計

29

職員一人当たりの
平均経験年数

9 年

×

TEL 042-729-8228 FAX 042-729-7849 HP

所在地 町田市中町1-31-4 NTT町田ﾋﾞﾙ1F

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 有料

18：01～19：00補食、19：01～21：00夕食　　　補食は手作りおやつやおせんべい等軽食。

お誕生日会・保育参観※等は、現在休止となっております。行事に関する補足事項

延長料金 ０～１歳児３０分３１０円、２～５歳児３０分２５０円

延長保育に関する補足事項

18:01～21:00

あり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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未来保育CLUB

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × ○ × ×

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 後払い

支払方法 現金

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 マイ保育園の登録は事前に園にお問い合わせください。

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり -

園との懇談会

一時保育

１～２歳児各１名程度、３～５歳児１～３名程度

料金
０～１歳児３０分２５０円、２～５歳児３０分２００円　　離乳食・給食と
も１食３００円、おやつ１食１００円

保護者会 開催頻度 保護者会に任せています 保護者会費 あり その他補足
懇談会はクラス懇談会となり、そのほかに個人面談を
年２回行っています。

○

定員

持ち物
着替え、紙おむつ・お昼寝用バスタオル２枚、汚れ物を入れるビ
ニール袋、お散歩用靴、お散歩ジャンパーなど

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

満１歳～

月～金の平日（祝・祭日は除く）

事前登録（面談）あり、登録後電話にて
受付

紙おむつ持ち込み

園で廃棄（廃棄費用徴収無）

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ４，ソバ　５，ピーナッツ　８、ナッツ類

完全除去可能なアレルギー品目
１，鶏卵　２，牛乳・乳製品　３、小麦　６、大豆　７，ゴ
マ ９，甲殻類　１０、軟体類・貝類　１１，魚卵　１２，
魚類　１３，肉類　１４、果物類

代替品の提供 あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

障がい児等の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

冷凍母乳の持ち込み 要相談

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日(週1回)

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 不可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導票」を提出していただきます

町田第一小学校、町田第二小学校、南大谷小学校等

昼寝用布団 園で用意 タオルケット(夏)、綿毛布(冬)

-

要相談

要相談

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

カードキー・タイムカードの登録料１０００円

無

開催頻度 半年に1回

持ち物に関する補足事項 ２歳以上防災頭巾・避難靴等個人で購入するももあり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

お別れ遠足（５歳児クラス）

制作展※ 卒園式（卒園児のみ）※

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式（入園児のみ）※ 七夕 引き渡し訓練※ 豆まき

プール遊び ハロウィン保育参観※

親子遠足※ 虫歯予防教室 芋ほり（５歳児クラス） 発表会※

七五三会まつり※ すいかわり 運動会※ ひなまつり

0 0 2 1 1 4
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

20

10 5

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

100

異年齢保育 あり ０歳児～５歳児合同で行う活動があります。

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～20:00 7:00～18:00

6 14 20 20 20 20

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 あり 慣らし保育等の目安 1週間程度､早目のお迎えを依頼 第三者評価最終評価年度 2020年度

園へのアクセス
小田急町田駅より徒歩15分
JR横浜線町田駅より徒歩10分

園庭の有無 無 活動で利用する主な公園等 芹が谷公園 1 送迎保育ステーション利用の有無

芹が谷公園など自然に恵まれた環境の中で、五感を通して豊かな感性が培われています。
同法人のなごみ保育園、高齢者施設いづみの里、デイサービス木曽、その他近隣施設等、より多くの人との関わりを通し健やかな人間性を育みます。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法6200円(月額) 現金

なごみ第二保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 七五三会 開設年月 2014年10月

保育短時間利用者の延長料金 ７：００〜、７：３０〜、８：００～、１６：３１〜、１７：０１〜、１７：３１～／各時間帯１回　３００円　（※１８：０１～　２０分毎に２００円）

合計

28

職員一人当たりの
平均経験年数

6 年

○

TEL 042-739-3753 FAX 042-739-3750 HP http://www.753kai.or.jp

所在地 原町田3-19-6

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 無料

補食はおにぎり、バナナ、ビスケット、おせんべい等の軽食です。

毎月開催　給食試食会（※在園児保護者対象）行事に関する補足事項

延長料金

月額
１８：０１〜１８：２０　１，２００円　・　１８：０１〜１８：４０　２，４００円
１８：０１〜１９：００　３，６００円　・　１８：０１〜１９：２０　４，８００円
１８：０１〜１９：４０　６，０００円　・　１８：０１〜２０：００　７，２００円
スポット利用　１８：０１〜　２０分毎に２００円

延長保育に関する補足事項

18:01～20:00

あり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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なごみ第二保育園

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × ○ × ○

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 -

支払方法 -

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 マイ保育園登録は、事前に園にご連絡下さい。

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり
毎月開催
子育てひろばカレンダーをご
覧ください。

園との懇談会

一時保育

-

料金 -

保護者会 開催頻度 - 保護者会費 - その他補足 －

×

定員

持ち物 -

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

-

-

-

-

-

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ４．ソバ　５．ピーナッツ　１１．魚卵

完全除去可能なアレルギー品目
１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　６．大豆　７．ゴ
マ　１３．肉類など
※要個別相談

代替品の提供 あり（園で用意）

障がい児等の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

冷凍母乳の持ち込み 不可

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日(週1回)

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出して頂きます。

町田第二小学校、町田第六小学校、南第三小学校

昼寝用布団 園で用意 布団カバー・敷布団用シーツ・タオルケット

-

-

-

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

無

無

開催頻度 ５月・３月実施

持ち物に関する補足事項 －

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 無料

補食はおにぎり、バナナ等の軽食です。

誕生会（毎月）・避難、消火訓練（毎月）・定期健診・個人面談・保育参観・その他季節の行事行事に関する補足事項

延長料金

事前登録制
１８：０１〜１８：２０　１２００円／月　１８：０１〜１８：４０　２４００円／月
１８：０１〜１９：００　３６００円／月　１８：０１〜１９：２０　４８００円／月
１８：０１〜１９：４０　６０００円／月　１８：０１〜２０：００　７２００円／月

スポット利用
１８：０１〜２０分毎　２００円

延長保育に関する補足事項

18:01～20:00

あり

なごみ保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 七五三会 開設年月 2008年4月

保育短時間利用者の延長料金 ７：００〜、７：３０〜、８：００〜、１６：３１〜、１７：０１〜、１７：３１〜／各時間帯１回　３００円（※１８：０１～　２０分毎　２００円）

合計

30

職員一人当たりの
平均経験年数

7 年

×

TEL 042-724-0753 FAX 042-724-0754 HP http://www.753kai.or.jp/

所在地 町田市原町田5-1-5

園へのアクセス
小田急線町田駅より徒歩5分
JR横浜線町田駅より徒歩10分

園庭の有無 無 活動で利用する主な公園等 芹が谷公園,わかば公園 2～5 送迎保育ステーション利用の有無

四季や自然にたくさん触れて豊かな心身を育み、同法人の高齢者施設やなごみ第二保育園等、何気ない日常的交流を通し、より多くの人との関りで健やかな人間
性を育める環境のなかで、ご家庭と共に子どもの成長を見守っていきます。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法6200円(月額) 現金払い

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 あり 慣らし保育等の目安 1週間程度 第三者評価最終評価年度 2020年12月

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

87

異年齢保育 あり ０歳児～５歳児合同で行う活動があります。

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～20:00 7:00～18:00

6 15 15 17 17 17

1 1 3 2 1 2
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

20

2 0

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園の日※ 水遊び 引き渡し訓練※ 豆まき

いもほり遠足（5歳児）

親子遠足（3～5歳児）※ 七夕 お店屋さんごっこ（3歳～5歳児） 制作展※

虫歯予防教室 すいかわり みんなのスポーツデー（運動会）※ お別れ遠足（5歳児）

卒園の日※

発表会※

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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なごみ保育園

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × ○ × ○-

-

-

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

無

無

開催頻度 年2回

持ち物に関する補足事項 －

町田第一小学校・町田第四小学校

昼寝用布団 園で用意 布団カバー・敷布団用シーツ・タオルケット

寝具類の持ち帰り頻度 毎週末(週1回)

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ４．ソバ

完全除去可能なアレルギー品目
１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　４．ソバ　６．大
豆　７．ゴマ　１３．肉類など　※要個別相談

代替品の提供 あり（園で用意）

障がい児等の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

冷凍母乳の持ち込み 不可

開催頻度 年2回 保護者会費 無 その他補足 ー

×

定員

持ち物 -

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

-

-

-

-

-

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 -

支払方法 -

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 マイ保育園の登録は、事前に園にお問い合わせください。

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり
子育てひろばカレンダーを
ご覧ください。

園との懇談会

一時保育

-

料金 -

保護者会

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

保育参観・懇談会※

卒園式※

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式※ 沐浴・水遊び 親子リクリエーション※ クリスマス発表会※

虫歯予防教室子どもの日

親子ふれあいレクリエーション・懇談会※ 夏祭り※ 園外保育（２歳児のみ） 節分

個人面談※ ハロウィン ひなまつり

3 1 3 1 1 2
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

13

2 0

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

39

異年齢保育 無 -

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～20:00 7:00～18:00

9 15 15 クラスなし クラスなし クラスなし

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 あり 慣らし保育等の目安 1週間程度 第三者評価最終評価年度 2019年度

園へのアクセス 小田急町田駅より徒歩2分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 わかば公園 5 送迎保育ステーション利用の有無

【のびのび・すくすく・にこにこ】に保育方針を置き、スタッフとの安心できる人間関係を基盤に、お子様の「やりたい」から始まる保育環境をデザインします。また日々
の保育は心の動く豊かな体験を通して、学びのプロセスを大切にします。毎月の献立に【世界の料理】【絵本の日】【郷土料理】を取り入れ、豊かな食の体験を提供
します。月に２回、ふぁんばりんタイムを通して、英語を好きになるカリキュラムも実施しています。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法- -

太陽の子町田駅前保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 営利法人（株式会社等） HITOWAキッズライフ株式会社 開設年月 2014年10月

保育短時間利用者の延長料金 （前延長）３０分毎３００円　（後延長）１時間６００円　以降３０分３００円

合計

24

職員一人当たりの
平均経験年数

9 年

×

TEL 042-709-7177 FAX 042-709-7178 HP https://www.kidslife-nursery.com/facility/tokyo/machida/machida/

所在地 町田市原町田6-17-8 ｸｵｰﾚ1階

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 有料

捕食はおにぎりの提供となります。

誕生日会、避難訓練、（不審者訓練／年２回）、身体測定が毎月実施。保育参加※もお子様が誕生日の時に実施。行事に関する補足事項

延長料金

（月極）
１８：０１～１９：００　１時間３０００円
１９：０１～２０：００　３０分１５００円
（スポット）
１８：０１～１９：００　１時間６００円　３０分毎３００円
補食　１食１５０円

延長保育に関する補足事項

18:01～20:00

あり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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太陽の子町田駅前保育園

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × ○ × ×

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 後払い

支払方法 現金

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 マイ保育園の登録は、事前に園にお問い合わせください。

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり -

園との懇談会

一時保育

０～２歳児／各１名

料金

登録料：なし
利用料：４時間以内１５００円、４時間以上３０００円、１７時以降は１
５分５００円
別途　給食費３００円、朝、午後おやつ各１００円

保護者会 開催頻度 - 保護者会費 - その他補足 －

○

定員

持ち物 着替え・おむつ・昼寝用バスタオル１枚

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

０歳児～２歳児（完了食以降）

月～金、土曜は要相談

初回登録は来園、利用予約は電話受付

紙おむつ持ち込み

園で廃棄（廃棄費用徴収無）

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ４．ソバ　５．ピーナッツ　８．ナッツ類　９．甲殻類　１０．軟体類・貝類　１１．魚卵

完全除去可能なアレルギー品目
１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　６．大豆　７．ゴ
マ
１２．魚類　１３．肉類　１４．果物類

代替品の提供 あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

障がい児等の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

冷凍母乳の持ち込み 不可

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日(週1回)

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

＊３歳児以上も保育が必要な場合には、改めて申込みが必要です。４月入園の受付の時に忘れずに申込みをしてください。
＊２歳児卒園後の保育の利用を引き続き希望し、３歳児の保育園等の申込みをするお子さんについては、優先して選考します。

昼寝用布団 園で用意 バスタオル1枚

-

要相談

不可

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

無

無

開催頻度 年２回

持ち物に関する補足事項
帽子は園の物を貸与します。
昼食時のエプロン、手拭きタオル、口拭きは園で用意します。おやつ時の物は家庭より持参。
サンダル、長靴で登園する際は、運動靴をお持ちください。

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 有料

18：01　捕食提供 19：01　夕食提供（夜間延長保育）

防災訓練（月１回以上）・不審者訓練（年６回）・誕生会（毎月）・保健集会（年３回）・赤十字活動行事に関する補足事項

延長料金
１８：０１～２０：００の間⇒３０分１５０円
２０：０１～２１：００の間⇒３０分２００円
２１：０１～２２：００の間⇒３０分２４０円

延長保育に関する補足事項

18:01～22:00

あり

市立町田保育園

施設類型 認可保育園（公立） 設置運営 地方公共団体 町田市 開設年月 1950年4月

保育短時間利用者の延長料金 保育短時間（８：３０～１６：３０）３０分ごと１５０円

合計

21

職員一人当たりの
平均経験年数

15 年

×

TEL 042-722-2679 FAX 042-722-2685 HP http://www.machida.city.tokyo.jp

所在地 町田市原町田6-26-15

園へのアクセス 町田駅から徒歩5分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等
芹が谷公園
わかば公園
シバヒロ

20
5
20

送迎保育ステーション利用の有無

地域社会との交流を大切に保育をしています。
あいさつや返事をしっかりできる子ども、
いろいろな事に興味を持ち、考え、工夫し創造する力のある子ども、生き生きと意欲的に遊ぶ子どもを育てます。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法6000円(月額) 口座引き落とし

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 無 慣らし保育等の目安 - 第三者評価最終評価年度 2021年12月

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

89

異年齢保育 あり １歳児～開始。活動により合同保育を行っています。

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～22:00 7:00～18:00

6 6 10 20 23 24

0 1 0 5 0 0
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

15

3 4

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園のつどい（入園児のみ）※ プール開き 園外保育（4、5歳児） 新年会

ゼルビアサッカー教室大地沢遠足（4・5歳）

クラス懇談会※ 虫歯予防教室（3～5歳児） おまつりごっこ クラス懇談会※

運動あそび※ 大地沢遠足（3～5歳） 保育参加※ 卒園式（5歳児のみ）※

お別れ会

おたのしみ会（幼児組）※

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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市立町田保育園

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × ○ ○ ○
月～土　８：３０～１７：００
（１０月から２月は１６：３０まで）
日・祝日・年末年始を除く

可

可

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

無

無

開催頻度 年2回

持ち物に関する補足事項 無

町田第一小学校、町田第二小学校

昼寝用布団 園で用意 掛け・敷き布団カバー、タオルケット(夏期）

寝具類の持ち帰り頻度 毎週末(週1回)

おむつの用意 おむつ持ち込み（紙・布両方） おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

宗教的配慮をした食事への対応 可

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ソバ　ピーナッツ

完全除去可能なアレルギー品目
１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　４．ソバ　５．ピーナッ
ツ　６．大豆・　７．ゴマ　８．ナッツ類　９．甲殻類　１０．軟体
類・貝類　１１．魚卵　１２．魚類　１３．肉類　１４．果物類

代替品の提供 あり（園で用意）

障がい児等の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 あり

冷凍母乳の持ち込み 可

開催頻度 - 保護者会費 - その他補足 無

○

定員

持ち物
着替え、おむつ、手拭きタオル、昼寝用バスタオル２枚、、おしり拭
き、上履き（３歳～５歳児クラス）

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

生後８週から

月～土

利用日の１ヶ月前の初日から受付

おむつ持ち込み（紙・布両方）

園で廃棄（廃棄費用徴収無）

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 前払い

支払方法 交通系電子マネーのＩＣカード

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 一時保育の利用は事前に登録が必要です。園にお問い合わせください。

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり
子育てひろばカレンダーを
ご覧ください。

園との懇談会

一時保育

６人

料金

７：００～８：３０まで３０分２５０円
８：３０～１７：００まで３０分２００円
１７：０１～１９：００まで３０分２５０円
給食１回２１０円
ミルク及び離乳食１回３００円
おやつ（離乳後期食まで加算はなし）１回７０円
補食３０円

保護者会

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 無料

補食はクッキーやおせんべい等のお菓子類 

-行事に関する補足事項

延長料金
１５分毎に１５０円
１９：００まで月額最大４，０００円
２０：００まで月額最大８，０００円

延長保育に関する補足事項

18:01～20:00

あり

赤ちゃんの家保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 愛育会 開設年月 1976年4月

保育短時間利用者の延長料金 １５分１５０円

合計

40

職員一人当たりの
平均経験年数

17 年

×

TEL 042-726-9558 FAX 042-723-8179 HP http://www.akachan-no-ie.com/

所在地 町田市原町田6-27-10

園へのアクセス JR横浜線/小田急線町田駅より徒歩6分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 わかば公園、芹が谷公園 1～10 送迎保育ステーション利用の有無

保育士を多く配置し家庭的な雰囲気の中で、一人ひとりの成長・発達を大切に保育をしています。食事は添加物や食材などにも気を付けた体に優しい給食を提供し
ています。四季や自然と触れ合い、様々な経験を積みながら心身ともに健康な体づくりを心掛けています。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法6600円(月額) 現金払い

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 要相談 慣らし保育等の目安 3日~1週間程度 第三者評価最終評価年度 2022年3月

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

87

異年齢保育 あり ４歳児から開始。 ４．５歳児で行う活動があります。

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～20:00 7:00～18:00

12 15 15 15 15 15

0 1 2 4 2 2
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

29

2 5

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式※（入園児のみ） 水遊び・プール 防災訓練※ クラス懇談会※

歯科検診

クラス懇談会※ うんどうかい みんなのひろば※ 遠足・お別れ遠足

個人面談※ 遠足 卒園式※（卒園児のみ）

お楽しみ会※　　おもちつき

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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赤ちゃんの家保育園

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × ○ × ○-

可

可

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

・清拭（排便時）１枚１５円（使用した分を徴収）

無

開催頻度 年２回

持ち物に関する補足事項 無

町田第一小学校、町田第二小学校、南第三小学校

昼寝用布団 園で用意 敷布団カバー、タオルケット

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日(週1回)

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ４．ソバ　５．ピーナッツ　　８．ナッツ類　９．甲殻類　１０．軟体類・貝類　１１．魚卵　１４．果物類（キウイ、バナナ）

完全除去可能なアレルギー品目
１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　４．ソバ　５．ピーナッ
ツ　６．大豆　７．ゴマ　８．ナッツ類　９．甲殻類　１０．軟体
類・貝類　１１．魚卵　１２．魚類　１３．肉類　１４．果物類

代替品の提供 あり（園で用意）

障がい児等の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 あり

冷凍母乳の持ち込み 要相談

開催頻度 年2回 保護者会費 あり その他補足 保護者会の役員は年度初めに選出します

○

定員

持ち物 着替え・おむつ・昼寝用バスタオル２枚

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

生後２ヵ月～

月～金

毎月１日（土日の場合は最初の月曜日）
に翌月分の予約を電話受付

紙おむつ持ち込み

園で廃棄（廃棄費用徴収無）

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 後払い

支払方法 現金

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 マイ保育園の登録は、事前に園にお問い合わせください。

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり
毎週水曜日　午後１時～４時
子育てひろばカレンダーをご覧
ください。

園との懇談会

一時保育

６人

料金
３０分２００円
食事２５０円、ミルク１回５０円、おやつ　午前５０円（１～２歳児）、午
後１００円（１～５歳児）

保護者会

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

お別れ会

春の歩き遠足 秋の歩き遠足 卒園式※

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式 プール開き 防災引き取り訓練 遊戯会

団地納涼まつり お芋ほり個人面談

春の全体会～クラス懇談会 七夕 敬老の集い クリスマス会

保育参観 わかくさ祭り 運動会 お餅つき

3 0 1 3 0 2
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

16

4 あり

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

70

異年齢保育 あり １～２歳児　３～５歳児活動あり

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～19:00 7:00～18:00

クラスなし 10 15 15 15 15

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 無 慣らし保育等の目安 - 第三者評価最終評価年度 2021年1月

園へのアクセス
町田駅ﾊﾞｽ停(POPﾋﾞﾙ前)51系統
本町田団地循環ﾊﾞｽ｢団地南口｣徒歩1分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 隣の貝がら公園 1 送迎保育ステーション利用の有無

広い園庭と、近隣住宅の方とのふれあいを大切に、地域の安心を目指した保育を展開しています。保育では、一人ひとりの成長発達に合わせた保育・お子さんの
伸びようとする姿を中心にご家庭と共に向き合いながら家庭支援、保育を進めております。全身で自然を感じ、考え、学び、経験を通して大きくなって欲しい、人との
ふれあいを通じて、人を愛し自分を大切に出来る人になって欲しいと願っています。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法6,500円 手渡し

本町田わかくさ保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 揺籃会 開設年月 2014年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分６００円

合計

25

職員一人当たりの
平均経験年数

15 年

○

TEL 042-723-2789 FAX 042-860-6166 HP http://hon-machida.m-wakakusa.net/

所在地 町田市本町田29番地8

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 有料

夕食に支障ない食する物　せんべい等軽食

毎月の誕生会（食事含め保護者参加）　・３～５歳児月１回はクッキング保育・月に１～２回実施「リトミック・和太鼓・書道・
英語遊び《５歳児のみ）」・週に３回は園外散歩・６月大地沢遠足

行事に関する補足事項

延長料金
１８：０１～１９：００　３０分６００円
１９：０１～１５分ごと１０００円
月額３６００円

延長保育に関する補足事項

18:01～19:00

あり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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本町田わかくさ保育園

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × ○ ○ ○

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 後払い

支払方法 現金

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 マイ保育園の登録は、事前に園にお問い合わせください。

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり

毎月第１水曜日
１０：００～１１：００
子育てひろばカレンダーをご覧
ください。

園との懇談会

一時保育

６人／０歳なし・１歳２人・２歳２人・３～５歳２人

料金

９：００～１７：００１時間￥４００
１日利用￥３０００　半日４Ｈ利用は￥１５００
時間外７：００～９：００及び１７：００～１９：００　３０分￥６００
食事￥２００
おやつ９：３０　￥１００・１５時￥１００・１８：００過ぎ￥５０

保護者会 開催頻度 年に2～3回ほど 保護者会費 あり その他補足 保護者会の役員は年度初めに選出します。

○

定員

持ち物
おむつ、おしりふき・着替え、午睡用バスタオル、手拭きタオル・足
ふきタオル・汚れ物ビニール

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

満１歳児～

月～金、土曜は要相談

毎月１日９：００～電話受付

紙おむつ持ち込み

保護者持ち帰り

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 １．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　４．そば５．ピーナッツ　６．大豆　７．ゴマ　１３・肉類

完全除去可能なアレルギー品目 同上 代替品の提供 あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

障がい児等の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 あり

冷凍母乳の持ち込み 不可

寝具類の持ち帰り頻度
毎週金曜日(週1回)
又は､汚れたらお持ち帰り

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収あり）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 できる限りの対応をしたいので、要個別相談を受け付けます。ただし、調味料については不可。

町田第三小学校・南大谷小学校・町田第一小学校・町田第五小学校

昼寝用布団 保護者持ち込み 敷布団ベットパット、バスタオル、綿毛布

月～土８：３０～１７：００

要相談

可

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

体操着
上　９１０円　下　８７０円

紙おむつ処理代　登園数１日　１０円

開催頻度 年に2回ほど

持ち物に関する補足事項 手拭きタオル・足ふきタオル（フェイスタオル）汚れものビニール・マイ水筒・着替え

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 無料

補食はおにぎり等です。

-行事に関する補足事項

延長料金
１８：００～１９：００　３０分３００円
１９：００～２０：００　２０分２００円

延長保育に関する補足事項

18:01～20:00

あり

わかば保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 町田市福祉サービス協会 開設年月 1973年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分１５０円

合計

38

職員一人当たりの
平均経験年数

12 年

×

TEL 042-726-1007 FAX 042-732-3931 HP https://machida-fukusi.or.jp/hoiku

所在地 町田市本町田2591-20

園へのアクセス 町田駅からﾊﾞｽ山崎団地/山﨑団地ｾﾝﾀｰ行き｢山崎団地ｾﾝﾀｰ｣下車､徒歩7分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 ひなた村、山崎自然公園 15～30 送迎保育ステーション利用の有無

・保育園と家庭とが協力し合い、ひとりひとりの子ども達が生き生きと過ごせる保育
・思いやりの心を育てる保育
・豊かな自然の中でのびのびと遊べる保育
・心身の自立を促す保育

遊びの中から学んでゆくことが、なによりも心と身体の栄養になります。様々な人との関わりや身の回りのことに興味を持って自分から意欲を持って遊べる子に育
つよう保育します。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法6000円(月額) 現金徴収

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 あり 慣らし保育等の目安 数日から1週間程度､要相談 第三者評価最終評価年度 2021年12月

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

105

異年齢保育 あり ３歳児～開始。３．４．５歳児でグループ分けをし活動する日があります。

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～20:00 7:00～18:00

9 16 20 20 20 20

6 1 1 4 0 1
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

25

5 5

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式※ わかばまつり※ 防災引き渡し訓練※ 懇談会※

大地沢遠足（３・４・５歳児）大地沢遠足　（４歳児・　５歳児）

懇談会※ 卒園児招待 敬老の集い（祖父母） 卒園式※

保育参加※　（４歳児・　５歳児クラス） じゃがいもほり 保育参加※（０・１・２・３歳児クラス） 卒園遠足※

運動会※ 子ども会※（２歳児～５歳児）

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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わかば保育園

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × ○ ○ ○月～金

-

-

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

無

外遊び用帽子　１０００円

開催頻度 年２回

持ち物に関する補足事項 ３歳児から歯ブラシ、コップ 布おむつの持ち込みを希望する場合は、ご相談ください。

本町田小学校、本町田東小学校、町田第３小学校

昼寝用布団 園で用意 布団カバー（掛け・敷き）・タオルケット

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日(週1回)

おむつの用意 おむつ持ち込み（紙） おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 調味料は行っておりません

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ４．ソバ　５．ピーナッツ　８．ナッツ類　９．甲殻類　１０．軟体類・貝類　１１．魚卵　１４．果物類（キウイフルーツ）

完全除去可能なアレルギー品目 １．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　７．ゴマ 代替品の提供 あり（園で用意）

障がい児等の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

冷凍母乳の持ち込み 不可

開催頻度 - 保護者会費 - その他補足 －

×

定員

持ち物 -

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

-

-

-

-

-

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 -

支払方法 -

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 マイ保育園の登録は、事前に園にお問い合わせください。

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり
毎月第一火曜日　午前中
子育てひろばカレンダーをご
覧ください

園との懇談会

一時保育

-

料金 -

保護者会

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 有料（補食は無料）

補食はビスケット等の軽食です。

誕生日会（０～１歳児クラス誕生日に）誕生会（２～５歳児クラス一緒に）。　ひとみ座人形劇は年３回、ふれあい動物園は
年２回　　コロナの状況で時短・縮小、保護者参加の制限などの変更有

行事に関する補足事項

延長料金
延長申請は１時間申請　３０００円　２時間申請　６６００円　ビジター
利用の場合　１８：０１〜１９：００　３０分　３００円／　１９：０１～２０：
００　　３０分　４００円夕食は前日までに申し込み別途２５０円

延長保育に関する補足事項

18:01～20:00

あり

草笛保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 景行会 開設年月 1971年1月

保育短時間利用者の延長料金 ７：００〜８：２９・１６：３１〜１９：００　３０分３００円 １９：０１〜２０：００　３０分４００円

合計

54

職員一人当たりの
平均経験年数

16 年

○

TEL 042-725-2652 FAX 042-726-1466 HP http://kusabue.keikoukai.ed.jp

所在地 東京都町田市藤の台一丁目1番56号

園へのアクセス
小田急町田駅より神奈中ﾊﾞｽ11番乗り場藤の台団地行き15分終点『藤の台団地ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ』下車､徒歩2分､藤の台診療所横｡
車の場合はﾅﾋﾞは『藤の台団地ﾊﾞｽｾﾝﾀｰ』迄にして案内板を参照

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等
藤の台団地内公園(ジャンボ公
園)、ひなた村、

2～10 送迎保育ステーション利用の有無

・こどもひとり一人の発達を守り、健康安全に配慮し大切に育てます。
・質の高い養護と教育の一体化を図り、成長発達のために望ましい環境を用意します。
・家庭の育児支援、地域の子育て支援をすすめ豊かな子育て環境をつくります。
・地域の人々と積極的に交流します。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法6000円(月額) 月の上旬集金袋にて現金徴収

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 あり 慣らし保育等の目安 必要に応じて 第三者評価最終評価年度 2020年2月

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

120

異年齢保育 あり 活動内容によってクラス保育のほかに ２クラスや３クラスで交流しています。

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～20:00 7:00～18:00

9 15 22 23 25 26

10 1 3 2 3 1
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

34

4 12

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

さくらまつり 七夕 防災の日(保護者引き渡し訓練)※ 子ども新年会

秋の遠足(2～5歳児クラス)ひとみ座人形劇

保護者懇談会※ 水遊び 運動会※ 親子お楽しみ会と懇談会※

個人面談※ お泊り保育(5歳児クラス) クラス別懇談会※ 思い出遠足 お楽しみ遠足(0～5歳児クラス)

卒園式(卒園児のみ保護者参加)※

遠足(2～5歳児クラス) さつま芋掘りと焼き芋

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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草笛保育園

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

○ × ○ ○ ○
日曜祝祭日年末年始を除く月～土曜
日９：００～１３：３０（保育園行事により
使用できない日もある）

要相談

可

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

無

写真　５６円＋消費税　おむつのサブスク利用１か月税込み３２７８円　予備がない時のパンツ２００円

開催頻度

全体会年２回(１回は保育参観と同
日)　クラス懇談会年３回(1回は保
育参観日と同日)　コロナ禍の間、
全大会は中止

持ち物に関する補足事項 外遊び帽子０歳児クラスは家庭から持参。

本町田東小学校、藤の台小学校

昼寝用布団 園で用意
フェイスタオル(主に汗をかく時期使用だがクラスによって年間
使用)、タオルケット

寝具類の持ち帰り頻度
ｼｰﾂとﾀｵﾙｹｯﾄ､ﾌｪｲｽﾀｵﾙ､帽子を週
末持ち帰る｡

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 　１．ソバ　２．ピーナッツ　３．ナッツ類　４．甲殻類　５．軟体類・貝類　６．魚卵　加工品（練り物）

完全除去可能なアレルギー品目

１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　４．ソバ　５．ピーナッ
ツ　６．大豆　７．ゴマ　８．ナッツ類　９．甲殻類　１０．軟体
類・貝類　１１．魚卵　１２．魚類　１３．肉類　１４．果物類
１５．クルミ

代替品の提供 あり（園で用意）

障がい児等の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 あり

冷凍母乳の持ち込み 可

開催頻度 - 保護者会費 - その他補足 －

○

定員

持ち物
着替えの衣類、ビニール袋、午睡用タオル
紙おむつ、ミルクなど

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

生後８週から

月〜金

事前登録、前日まで電話受付

紙おむつ持ち込み

園で廃棄（廃棄費用徴収無）

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 後払い

支払方法 現金

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 夏期は水遊びを設置。子育て広場の中でミニ一時保育『パンダ』を開設しています（事前登録）。マタニティ向けの企画。

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり

日曜祝祭日年末年始を除く月
～金曜日９：００～１５：００詳しく
は子育て広場カレンダーやＳＯ
ＡＲちゃん通信やＨＰなどご覧く
ださい。

園との懇談会

一時保育

定期利用、０歳児２人１歳児以上３人
一般利用は定期と合わせて１０人迄
（０歳児は定期と合わせて５人まで）

料金

４時間　１８００円（０歳児）
１６００円（１歳以上）４時間以降は３０分２００円
１７：００〜１８：００は３０分２５０円
食事２００円　おやつ午前５０円午後１００円

保護者会

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代

-

上記は１，２歳の保育園行事のみ記載。その他に開進幼稚園の行事にも参加します。避難訓練は毎月おこなっています。行事に関する補足事項

延長料金

延長保育に関する補足事項

無～無

開進こども保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 学校法人 湯目学園 開設年月 2014年4月

保育短時間利用者の延長料金 ７：３０～８：３０…２００円 １６：３０～１８：３０…７２０円

合計

37

職員一人当たりの
平均経験年数

11 年

○

TEL 042-711-6901 FAX 042-711-6902 HP http://www.kaishin.ac.jp

所在地 町田市本町田3350-38

園へのアクセス 町田駅より神奈川中央交通ﾊﾞｽ 本町田ﾊﾞｽ停2分または藤の台中央ﾊﾞｽ停4分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 開進幼稚園，ひなた村 1～5 送迎保育ステーション利用の有無

幼稚園型認定こども園に連動する、１歳２歳児の認可保育園です。
クラス学級担任制を敷き、２歳児から「幼稚園教育時間」と「保育時間」を区別し、メリハリのある保育を行っております。幼稚園の広い園庭も活用して、伸び伸びとし
た保育を行っています。
３歳からは、認定こども園２号認定こどもとなり、バランスのとれた教育・保育活動を行います。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法- 口座引き落とし

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 あり 慣らし保育等の目安 約1週間､早めのお迎えを依頼､要相談 第三者評価最終評価年度 2020年9月

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

50

異年齢保育 無 -

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:30～18:30 7:30～18:30

クラスなし 24 26 クラスなし クラスなし クラスなし

6 0 1 1 1 5
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

23

26 20

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式・進級式※ 夕涼み会※ 引渡し訓練※　・　幼稚園入園説明会※ お遊戯会※

クリスマス会　・　個人面談※歯科検診

保育参観※ 夏期保育 運動会(1,2歳児）　・　作品展(開進祭り）※ 豆まき

個人面談※ プール遊び 遠足　・　お餅つき会※ お別れ会

保育園修了式※

内科健診 一日動物村　・　ビデオ参観※

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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開進こども保育園

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × ○ ○ ○
毎週火曜日～金曜日
８：３０～９：３０／１１：００～１３：００

-

-

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

カラー帽子（１，０３０円）

布団カバー１，５００円　名札１３０円
遊び着２，１２０円　　お知らせバサミ４７０円
かばん２，０００円　　ネームカード１１０円

開催頻度 半年に１回

持ち物に関する補足事項 貸出オムツ５０円

３歳児からは開進幼稚園に継続入園となります。

昼寝用布団 園で用意 バスタオル２枚

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日(週1回)

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目
１．ソバ　２．ピーナッツ　　３．ゴマ
４．ナッツ類　５．甲殻類　６．魚卵

完全除去可能なアレルギー品目
１．ソバ　２．ピーナッツ　　３．ゴマ
４．ナッツ類　５．甲殻類　６．魚卵
７．鶏卵　８．牛乳・乳製品

代替品の提供 あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

障がい児等の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

冷凍母乳の持ち込み 不可

開催頻度 1年に１回 保護者会費 あり その他補足
保護者会費は１か月１００円です。
役員の選出はありません。

×

定員

持ち物 -

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

-

-

-

-

-

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 -

支払方法 -

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 マイ保育園の登録は、事前に園にお問い合わせください。

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり
子育てひろばカレンダーを
ご覧ください。

園との懇談会

一時保育

-

料金 -

保護者会

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 無料

補食は18:10以降

-行事に関する補足事項

延長料金
１８：０１～１９：００　３０分３００円
１９：０１～２０：００　２０分２００円
５回以上で定額

延長保育に関する補足事項

18:01～20:00

あり

森野三丁目保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 NPO法人 育児サポートあっぷの会 開設年月 2012年4月より民営化

保育短時間利用者の延長料金 ３０分３００円

合計

31

職員一人当たりの
平均経験年数

9 年

×

TEL 042-710-7888 FAX 042-710-7889 HP 無

所在地 町田市森野3丁目11-16

園へのアクセス
小田急町田駅から徒歩25分
橋本･淵野辺駅行き ﾊﾞｽ停町田市民病院 徒歩3分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 森野4丁目公園 送迎保育ステーション利用の有無

それぞれの学年の子ども達の発達に適した保育プログラムにより柔軟に環境を構成していきます。異年齢交流も大切にしています。保育園全体で子ども達に関
わっていきます。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法月額6000円 口座引き落とし

700メートル

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 あり 慣らし保育等の目安 保護者のできる範囲 第三者評価最終評価年度 2019年3月

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

66

異年齢保育 あり その時の状況に合わせて主に４，５歳児

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～20:00 7:00～18:00

6 12 12 12 12 12

7 1 1 2 1 5
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

14

7 5

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式※ 夏祭り 秋の会※ 卒園式※

コンサート 引き取り訓練※お話会

大地沢遠足 農業体験 お楽しみ会※ 遠足

子ども祭り プール遊び 園外保育 大地沢遠足

ひな祭り

年間を通じてお誕生日会※ 国際交流

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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森野三丁目保育園

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × ○ × ×-

-

-

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

無

ラッシュガード／１歳以上
園外保育用のリュック／３歳以上

開催頻度 年1回

持ち物に関する補足事項 必ず記名

町田第4小学校・第一小学校

昼寝用布団 園で用意 敷布団のカバーとタオルケット等上にかける物

寝具類の持ち帰り頻度 週末

おむつの用意 おむつ持ち込み（紙・布両方） おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 医療機関の生活管理表により対応しますので具体的な内容については、ご相談ください。

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ソバ、ピーナッツ、甲殻類、軟体類・貝類、魚卵、バナナ、キウイ、マンゴー、パイナップル

完全除去可能なアレルギー品目 小麦、大豆、卵、牛乳、甲殻類、肉類等 代替品の提供 あり（園で用意）

障がい児等の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

冷凍母乳の持ち込み 可

開催頻度 - 保護者会費 - その他補足 －

×

定員

持ち物 -

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

-

-

-

-

-

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 -

支払方法 -

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 マイ保育園登録

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり -

園との懇談会

一時保育

-

料金 -

保護者会

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

※卒園式

※クリスマス祝会

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

※入園式 ※夏祭り 敬老祝賀会 おもちつき

幼児祝福式

イースター お泊りキャンプ（年長クラス） ※運動会 作品展

花の日施設訪問 プール遊び 収穫感謝の集い（クッキング・鍋） 思いで遠足（年長クラス）

1 1 2 4 1 1
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

24

8 8

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

100

異年齢保育 あり ３歳児～開始。３，４，５歳児合同で行う活動があります。

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～19:00 7:00～18:00

10 16 17 19 19 19

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 要相談 慣らし保育等の目安
個別対応です｡
1週間程度早めのお迎えを依頼が平均的
要相談

第三者評価最終評価年度 2021年2月

園へのアクセス
小田急町田駅より神奈中ﾊﾞｽ5分
市民病院前下車徒歩10分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等
3丁目公園
6丁目公園　　他

送迎保育ステーション利用の有無

子どもたちが生まれもっている「可能性」を最大限に引き出すために、「ほめ育」を取り入れています。
優しい心を育てるために、隣人愛の理念の元、様々な保育に取り組み、優しさと笑顔に溢れた保育園であるように職員一同取り組んでいます。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法6,000円(月額) 口座引落

徒歩3分
徒歩7分

もりの聖愛

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 やすらぎ会 開設年月 2014年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分１５０円

合計

34

職員一人当たりの
平均経験年数

9 年

○

TEL 042-722-0352 FAX 042-794-7728 HP https://morinoseiai.com/

所在地 町田市森野4-8-10

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 無料

補食はおにぎり、果物、ビスケット等の軽食です。

-行事に関する補足事項

延長料金
月５回以上利用の場合月額　３０００円
１回利用　５００円（１８：０１～１９：００）

延長保育に関する補足事項

18:01～19:00

あり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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もりの聖愛

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× ○ ○ ○ ○

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 前払い

支払方法 現金・希望により引落

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 マイ保育園の登録は、事前に園にお問い合わせください。

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり
毎週２～３回午前中
子育てひろばカレンダーをご
覧ください。

園との懇談会

一時保育

６人

料金
０歳児　：半日１８００円　１日３，６００円
１歳以上：半日１５００円　１日３，０００円

保護者会 開催頻度 - 保護者会費 - その他補足 －

○

定員

持ち物 着替え・おむつ・昼寝用タオル他

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

生後２ヶ月～

月～金、土曜は要相談

希望日の１ヶ月前～電話受付

紙おむつ持ち込み

園で廃棄（廃棄費用徴収あり）

宗教的配慮をした食事への対応 可

原則給食で提供を避けているアレルギー品目
１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　４．ソバ　５．ピーナッツ　６．大豆・　７．ゴマ　８．ナッツ類　９．甲殻類　１０．軟体類・
貝類　１１．魚卵　１２．魚類　１３．肉類　１４．果物類

完全除去可能なアレルギー品目 同上 代替品の提供 あり（園で用意）

障がい児等の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 あり

冷凍母乳の持ち込み 可

寝具類の持ち帰り頻度 毎週末(週1回)

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収あり）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表を提出していただきます。

町田第四小学校　町田第一、第三小学校

昼寝用布団 園で用意 タオルケット

毎週月曜日～金曜日１１：００～１
２：００／不定期

要相談

要相談

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

３歳児～開始。体操着上下
※希望制

特に無し

開催頻度
半年に1回（保育参観と同
日）

持ち物に関する補足事項 特に無し

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

ひな祭り

卒園式※

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

進級式 水遊び・プール遊び 引き渡し訓練※ クリスマス会

七五三個人面談

懇談会※ 七夕会 運動会※ 節分豆まき

端午の節句 夕涼み会※ 保育参観※ 懇談会・発表会※

11 1 3 0 2 0
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

17

4 7

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

96

異年齢保育 あり 早朝保育、延長保育、土曜日保育は合同保育を行っています。 ３・４・５歳合同で行う活動があります。

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～19:00 7:00～18:00

9 15 18 18 18 18

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 要相談 慣らし保育等の目安 要相談 第三者評価最終評価年度 2019年12月

園へのアクセス
小田急線町田駅より
●徒歩15分
●ﾊﾞｽ｢共同住宅前｣下車､徒歩1分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等
南大谷ふれあい公園
本町田住宅ロ号棟内の公園

7～20 送迎保育ステーション利用の有無

●基本的生活習慣を身に付け優しく明るい子の育成
●自主性と協調性を養い思いやりのある子の育成
●集団生活に適応出来るたくましい子の育成
●心身ともにバランスの取れた健康な子の育成
★家庭的雰囲気を大切に、個々の発達に応じたきめ細かい保育を行っています。
★３歳児より体操指導・５歳児より水泳指導を行っています。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法6000円(月額) 口座振り込み

まちっこ保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 飛翔会 開設年月 2018年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分／１５０円 （上限設定あり　１，８００円）

合計

34

職員一人当たりの
平均経験年数

年

×

TEL 042-785-5650 FAX 042-785-5695 HP http://machicco.net/

所在地 町田市南大谷1400-1

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 無料

補食はビスケットやおせんべい等の軽食です

毎月⇒誕生会※（保護者の見学自由）・身体測定、６・１１月⇒定期健診行事に関する補足事項

延長料金
１０分／１５０円
（上限設定あり　４，０００円）

延長保育に関する補足事項

18:01～19:00

あり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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まちっこ保育園

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × ○ ○ ○

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 前払い

支払方法 現金

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 マイ保育園の登録は事前に園へお問い合わせください。

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり

毎週火・水・木曜日　９：３
０～１２：００（室内開放）
子育てひろばカレンダーを
ご覧ください

園との懇談会

一時保育

３人／０歳児１人・１歳児１人・２歳児１人

料金
半日　１．５００円　（８：３０～１２：３０）
一日　３．０００円　（８：３０～１６：３０）

保護者会 開催頻度 - 保護者会費 - その他補足 －

○

定員

持ち物
着替え・紙おむつ・おしりふきナップ
口拭きタオル・エプロン・ビニール袋
運動靴・昼寝用バスタオル１枚

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

生後６ヶ月～

月～金曜日

希望日の１ヶ月前～電話受付

紙おむつ持ち込み

園で廃棄（廃棄費用徴収無）

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ソバ　ピーナッツ　ナッツ類　魚卵

完全除去可能なアレルギー品目 鶏卵　牛乳・乳製品　小麦 代替品の提供 あり（園で用意）

障がい児等の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

冷凍母乳の持ち込み 不可

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日(週1回)

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」、同意書を提出

南大谷小学校、町田第六小学校、町田第一小学校

昼寝用布団 園で用意
敷布団カバー
タオルケット（夏）　　綿毛布など（冬）

毎週月曜日から木曜日
９：３０～１２：００

不可

要相談

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

無し

３歳児以上のみ　　体操着
半袖／　９７０　円、スボン短／　　８７０　円

開催頻度
年度始め・年度終わりに
各１回

持ち物に関する補足事項
●給食・おやつ用に口拭きタオルやエプロン、２歳児以上は手拭きタオルを使用
●通園バックは０～２歳児・・・手さげバック、３～５歳児・・・リュックを使用

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 有料

補食はおにぎり等の軽食です。

毎月お誕生日会、身体測定、健康診断（０歳児は月１回／１歳児以上は年２回）、避難訓練行事に関する補足事項

延長料金
月額　１５００円（補食代込）
１８：０１〜２０：００　３０分３００円（補食代込）

延長保育に関する補足事項

18:01～20:00

あり

町田プチ・クレイシュ

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 営利法人（株式会社等） 株式会社こどもの森 開設年月 2019年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分３００円

合計

26

職員一人当たりの
平均経験年数

3 年

×

TEL 042-727-9188 FAX 042-727-9188 HP http://kodomonomori.co.jp/mc/

所在地
町田市原町田6-28-19
ﾌｼﾞﾋﾞﾙ98 1F

園へのアクセス 小田急町田駅より徒歩5分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 わかば公園、シバヒロ 1〜8 送迎保育ステーション利用の有無

未来を担う子ども達が共に育ちあう場として、安心して生活ができるような環境を整え、一人ひとりに寄り添う保育を目指しています。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法5500円(月額) 現金払い

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 要相談 慣らし保育等の目安 要相談 第三者評価最終評価年度 2021年1月

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

80

異年齢保育 あり ３歳児〜開始。３，４，５歳児合同で行う活動があります。

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～20:00 7:00～18:00

6 14 15 15 15 15

3 1 2 2 0 1
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

17

0 0

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式※ 七夕会 運動会※ もちつき

すいかわり 作品展※個人面談※

入園進級おめでとう会 お泊まりキャンプ（4,5歳児のみ） ハロウィン 発表会※

懇談会※ 夏まつり※ 保育参観※ 豆まき

ひなまつり会

親子遠足※ クリスマス会 卒園式※

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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町田プチ・クレイシュ

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × × × ×-

-

-

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

園帽子　１０００円（１歳児から）　　 オムツ代　２２８０円

無

開催頻度 1年に1回

持ち物に関する補足事項 毎日の持ち物はおたより帳です。

町田第1小学校、町田第2小学校

昼寝用布団 園で用意 バスタオル（2枚）

寝具類の持ち帰り頻度 毎週末/金曜日or土曜日(週1回)

おむつの用意 園で用意（保護者費用負担あり） おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収あり）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

宗教的配慮をした食事への対応 可

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ４．ソバ　５．ピーナッツ　８．ナッツ類　９．甲殻類１１．魚卵

完全除去可能なアレルギー品目
１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　４．ソバ　５．ピーナッ
ツ　６．大豆・　７．ゴマ　８．ナッツ類　９．甲殻類　１０．軟体
類・貝類　１１．魚卵　１２．魚類　１３．肉類　１４．果物類

代替品の提供 あり（園で用意）

障がい児等の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 無

冷凍母乳の持ち込み 不可

開催頻度 - 保護者会費 - その他補足 －

×

定員

持ち物 -

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

-

-

-

-

-

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 -

支払方法 -

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 ‐

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり -

園との懇談会

一時保育

-

料金 -

保護者会

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 有料

補食はおせんべいなどの軽食です。

-行事に関する補足事項

延長料金
１８：０１～１９：００　３０分２００円
１９：０１～２０：００　３０分４００円

延長保育に関する補足事項

18:01～20:00

あり

認定こども園　玉川中央幼稚園（2号児）

施設類型 認定こども園 設置運営 学校法人 玉林学園 開設年月 2015年4月

保育短時間利用者の延長料金
１７：００～１８：００　３０分１００円
１８：０１～１９：００　３０分２００円
１９：０１～２０：００　３０分４００円

合計

31

職員一人当たりの
平均経験年数

9 年

×

TEL 042-725-8446

140

FAX 042-729-5557 HP https://tamachu.com/

所在地 町田市玉川学園2-3-27

園へのアクセス 玉川学園前駅から徒歩5分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 小鳥の森広場 3 送迎保育ステーション利用の有無

地域のニーズに即し帰国子女の受け入れや、家庭の事情によりきめ細やかな保育を必要とする幼児の為少人数クラスで、異年齢児交流で互いの関係を認識し合
い、思いやりや友情を育てる配慮をしています。毎週水曜日に園庭開放も行っています。

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

入園時の慣らし保育等※の有無 無 慣らし保育等の目安 - 第三者評価最終評価年度 2021年度

合計
(2,3号児)

総計
(1号児含）

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

異年齢保育 あり

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～20:00 7:00～18:00

1号児とのかかわり あり

３歳児～開始。３，４，５歳児合同で行う活動があります。

日中は１号児と合同で活動します。

15 8

クラスなし クラスなし クラスなし 20 20 20 60

9 0 0 0 1 3
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

18

9:00～17:00

豆まき

カレー弁当 プール遊び 運動会※ 作品展

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式※ 年長お泊り保育 遠足（年長のみ親子遠足） 個人面談※

七夕集会 観劇会春の親子遠足（年少・年中※）

町田第五小学校　南大谷小学校　金井小学校　  

引き取り訓練※ 夕涼み会※ 懇談会※ ひなまつり集会

土曜参観※ 1年生の集い 発表会※ 卒園式※

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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認定こども園　玉川中央幼稚園（2号児）

【８．費用・持ち物について】

給食費　３２４円／１食

制服代

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

無

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × × ○ ○

サッカー教室（４，０００円／月　入会金３，０００円）英語リトミック（３，５００円／月　入会金２，０００円）
新体操教室（４，０００円／月　入会金１，０００円）体操教室（６，６００円／月　入会金５，５００円）
絵画教室（５，８３０円／月　入会金５，５００円）ピアノ教室（７，７００円／月　入会金５，５００円）
ＳＴＡＲＳ（英語ミュージカル）（５，５００円／月（週１）　８，０００円／月（週２）　入会金　５，０００円）

制服 あり

毎週水曜日

-

-

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

名札６０５円　おたより帳３５０円　シール帳３００円
自由画帳４５０円

のり２５０円　クレヨン６００円　ハサミ４４０円　粘土４１０円　粘土版４５１円　粘土ケース３４０円　粘土ベラ２３１円　カラー帽
子（襟付）１０５０円　防災クッション２４２０円

開催頻度 学期に１度

その他補足事項

昼寝用布団 園で用意 シーツ・バスタオル

特定保育料

2,3号児の
送迎バスの利用

可 送迎バス代

１号児の乗車時間に間に合えば利用可
送迎バス利用の
補足事項

満２歳になってから乗車可能年齢往復４０００円／月　片道２５００円／月

補助活動とその費用

４５０００円（夏服含む）

給食費

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日(週1回)

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表を提出していただきます。

-

不可

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 １．鶏卵　２．牛乳・乳製品　７．ゴマ

完全除去可能なアレルギー品目 同上 代替品の提供 あり（園で用意）

障がい児等の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 あり

宗教的配慮をした食事への対応 可

特別保育・子育て支援に関する補足事項 -

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり 隔週水曜日午前中

園との懇談会

一時保育

-

料金 -

保護者会 開催頻度 - 保護者会費 - その他補足 －

×

定員

特定保育料　２，５００円／月
教材費　１，５００円／月
施設費５，０００円／半年

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 -

支払方法 -

休日保育 病後児保育

持ち物 -

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

-

-

-

-

-

冷凍母乳の持ち込み

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 －

-

その他、保育参観、体力測定、引き渡し訓練、避難訓練、プラネタリウム、お別れ会など行事に関する補足事項

延長料金 －

延長保育に関する補足事項

無

－

認定こども園 開進幼稚園(２号）

施設類型 認定こども園 設置運営 学校法人 湯目学園 開設年月 1970年11月

保育短時間利用者の延長料金
７：３０～８：３０　１００円
１６：３０～１８：３０　３６０円

合計

47

職員一人当たりの
平均経験年数

9 年

○

TEL 042-725-7851

290

FAX 042-725-7847 HP  http://www.kaishin.ac.jp

所在地 町田市藤の台1-2-1

園へのアクセス 小田急町田駅 神奈中ﾊﾞｽ､本町田ﾊﾞｽ停下車 徒歩3分､または藤の台中央ﾊﾞｽ停下車 徒歩4分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 青少年施設ひなた村 3～5 送迎保育ステーション利用の有無

幼児期の発育段階に合わせた、知育・徳育・体育のバランスが取れた保育を目指しています。
園庭には、「まきば広場」「冒険の丘」「テラス広場」など設けられ、子供たちがアクティブに遊びに取り組める環境を備えている。保育面では、音感・リズム感の育成
するリトミック、ネイティブな外国人講師による英会話、また園内に幼児専用の室内温水プールを備えており、子供たちの健康な身体づくりにも役立てております。

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

入園時の慣らし保育等※の有無 あり 慣らし保育等の目安 1週間、早めのお迎えを依頼、要相談 第三者評価最終評価年度 ２０２０年度

合計
(2,3号児)

総計
(1号児含）

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

異年齢保育 あり

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:30～18:30 7:30～18:30

1号児とのかかわり あり

３歳児～開始。３，４，５歳児合同で行う活動があります。

教育時間は、１号児と２号児の区別はなく合同で保育を行います。

26 20

クラスなし クラスなし クラスなし 36 37 37 110

7 0 1 0 1 4
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

34

8:30～16:30

こま回し会・豆まき

健康診断（内科、歯科） 夕涼み会※ １日動物村・開進まつり（作品展） お遊戯会※

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式・進級式※ 水遊び　・　プール(温水） 祖父母の会※ カルタ会

七夕会 運動会※春の遠足

金井小学校・藤の台小学校 本町田東小学校・町田第３小学校

綱引き大会※ 年長お泊り保育 秋の遠足　・　おいも掘り お別れ遠足(キッザニア東京）

親子歩け歩け大会※ 夏期保育 お餅つき会※　・　クリスマス会 卒園式・修業式※

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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認定こども園 開進幼稚園(２号）

【８．費用・持ち物について】
特
別
教

給食食材費　６０００円／月

制服代

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

○ × × ○ ×

ピアノ個人レッスン・・・月額７０００円
体操教室・・・・・・・・・・月額７２６０円
新体操教室・・・・・・・・月額７２６０円
サッカー教室・・・・・・・月額６７００円
英会話教室・・・・・・・・月額７２６０円

制服 あり

水曜日１１：００～１２：３０／不定期
※会員のみ

不可

要相談

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

遊び着２１２０円・体操服長袖１４３０円・体操服半袖１３００円・体操パンツ１１８０円　・鍵盤ハーモニカ４３４０円・個人用品
（粘土・クレヨン等）約３０００円　・その他約１５０００円

水泳帽子５６０円・水着他

開催頻度 ｸﾗｽ懇談会は１年に１回

その他補足事項

昼寝用布団 園で用意 バスタオル2枚（午睡は年少1学期の希望者）

特定保育料

2,3号児の
送迎バスの利用

可 送迎バス代

１号児の乗車時間に間に合えば利用可
午後４時１５分発の送りバスもあり

送迎バス利用の
補足事項

２歳児クラスから乗車可能年齢往復３０００円／月　片道２０００円／月

補助活動とその費用

男児１９５００円、女児２００００円
（夏服含む）

給食費

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日(週1回)

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

遠足費用等は別途徴収いたします。
その他入園に関することは必ず１号こどものご案内、または幼稚園ＨＰをご覧ください。

冷凍母乳の持ち込み 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目
１．ソバ　２．ピーナッツ　　３．ゴマ
４．ナッツ類　５．甲殻類　６．魚卵

完全除去可能なアレルギー品目
１．ソバ　２．ピーナッツ　　３．ゴマ　４．ナッツ類　５．甲殻類　６．
魚卵　７．鶏卵　８．牛乳・乳製品

代替品の提供 あり（園で用意）

障がい児等の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

特別保育・子育て支援に関する補足事項 マイ保育園の登録や子育て広場は、連携施設である隣接の「開進こども保育園」で行っています。

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり -

園との懇談会

一時保育

２歳児　１２人

料金
登録料１０００円（年一回）

８：３０～１３：００　２０００円

保護者会 開催頻度
保護者会総会１年に１回
幹事会は、学期に１回程度

保護者会費 あり その他補足 参加自由の「お父さん会」があります

○

定員

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 後払い

支払方法 登録口座より翌月振替

休日保育 病後児保育

持ち物

おはようカード
おむつ・着替え一組・上履き・コップ・お箸セット
お手拭きタオル・
後半利用者…・昼寝用バスタオル２枚

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

２歳児

月～金

登録後、アプリで予約

紙おむつ持ち込み

園で廃棄（廃棄費用徴収無）

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

本町田小学校   町田第5小学校  七国山小学校  

なかよしデー親子土曜交流日（２歳児クラス）※ お楽しみ会（１歳・２歳・満３歳年少組） プレイデー※ -

父母講演会※ 満３歳～夏期保育 クリスマス※ -

お別れ遠足

親子遠足（年中・少）※ 夕涼み会（年中）※ 親子鑑賞会（満３歳児～）※ 卒業式（卒業児のみ）※

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式(入園児のみ)※ プール・水遊び 地震時引取り訓練※ もちつき

年長組サマーキャンプ（１泊） 運動会※バス遠足（年長）

クラスなし 12 16 25 25 25 103

9 0 1 1 1 7
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

26

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

異年齢保育 あり

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:30～18:30 7:30～18:30

1号児とのかかわり あり

１歳～
朝・夕方の人数の少ない時間帯の保育、行事の時の交流

教育時間は１号児と同じクラスです。
２号２歳児クラスと１号満３歳児クラスの交流があります。

7 20

　１９７２年４月にさふらん幼稚園として開園しました。
　子どもは遊びを通じて、様々な生きるために必要な能力や法則を自らの力で獲得していきます。
　遊びの中で育つ力は子ども達の「血」となり「肉」となるものです。
　さふらんでは遊びを大切に考え、「物事を教え込む」のではなく、遊ぶ子ども達の様子を注意深く見守りながら、「子どもが必要とする時に必要な援助」をすること
で、より良い育ちへと導いて行きます。

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

入園時の慣らし保育等※の有無 あり 慣らし保育等の目安 1～2週間、仕事の状況によって要相談 第三者評価最終評価年度 2020年度

合計
(2,3号児)

総計
(1号児含）

HP http://www.safuran.ed.jp

所在地 町田市本町田2441

園へのアクセス 神奈中ﾊﾞｽ,｢山崎団地ｾﾝﾀｰ｣下車徒歩5分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 木曽団地内大公園 5 送迎保育ステーション利用の有無

延長保育に関する補足事項

無

－

幼保連携型認定こども園さふらん（２号児）

施設類型 幼保連携型認定こども園 設置運営 学校法人 松本学園 開設年月 2015年4月

保育短時間利用者の延長料金
２号認定児：３０分１００円
３号認定児：３０分２００円

合計

45

職員一人当たりの
平均経験年数

13 年

×

TEL 042‐791-0036

208

FAX 042-791-0136

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 －

-

プレイデー・・・一般開放の行事です。行事に関する補足事項

延長料金 －

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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幼保連携型認定こども園さふらん（２号児）

【８．費用・持ち物について】

給食費６０００円／月

制服代

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × × × ×

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 -

支払方法 -

休日保育 病後児保育

持ち物 -

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

-

-

-

-

-

特別保育・子育て支援に関する補足事項
未就園児（１歳児・２歳児）のプログラムがあります。
園までお問い合わせください。

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり -

園との懇談会

一時保育

-

料金 -

保護者会 開催頻度 不定期･･･必要に応じて 保護者会費 あり その他補足 ３歳児クラス以上はクラス委員の選出があります。

×

定員

冷凍母乳の持ち込み －

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 １．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦粉４．ソバ　５．ピーナッツ・ナッツ類

完全除去可能なアレルギー品目 １．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　４．ソバ　　５．ピーナッツ　．ナッツ
類　６．甲殻類　７．軟体類・貝類　８．魚卵　９．魚類　１０．果物類 代替品の提供 あり（園で用意）

障がい児等の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

寝具類の持ち帰り頻度 週1回

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

保護者用の名札は兄姉で使ったものが使用できます。

昼寝用布団 園で用意 敷パット、上掛け用タオル

特定保育料

2,3号児の
送迎バスの利用

可 送迎バス代

１号児の時間に間に合えば利用可
送迎バス利用の
補足事項

満３歳から乗車可能年齢
往復３５００円／月　　片道２０００円／
月

補助活動とその費用

-

給食費２号児・・・特定保育料４０００円／月

無

制服 無

-

-

-

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

１・２号児…通園カバン・クレヨン・自由画帳・着替えかご等　　約１，０００円
３号児…連絡帳・クラス帽子・名前ゴム印・着替えかご・　保護者用名札　１５００円程度

１．２号児…通園カバン・赤白帽・防災ずきん・はさみ・粘土版等　　約５，０００円

開催頻度
３歳児クラス以上…学期
に1回

その他補足事項

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

お別れ会（卒園児のみ）※

X’mas Fes 保護者会・懇談会※

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式（入園児のみ）※ 水遊び 引き取り訓練※ お正月

夏祭り ハロウィンじゃがいもまつり

保護者会・懇談会※ 保育参観・参加※ お月見 節分

こどもの日 七夕 ふれあい遊び※ ひなまつり

2 0 1 1 1 0
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

12

3 4

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

19

異年齢保育 あり ０歳～　状況を見て判断し、活動により合同保育あり

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～20:00 7:00～18:00

3 8 8 クラスなし クラスなし クラスなし

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 あり 慣らし保育等の目安 1~2週間 要相談 第三者評価最終評価年度 -

園へのアクセス 小田急線町田駅より徒歩10分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等
町田森野2丁目児童公園
町田森野3丁目児童公園

4～6 送迎保育ステーション利用の有無

学園内の施設に園バスで自然体験に出かけます。一時保育、学童保育、地域の方とも交流を持ち、触れ合いを大切にしています。
・優しい心　・強い心　・豊かな心を育てます。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法- 口座引き落とし

たけとんぼ保育園

施設類型 小規模保育園 設置運営 学校法人 柿の実学園 開設年月 2018年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分５００円

合計

17

職員一人当たりの
平均経験年数

8 年

×

TEL 042-709-3606 FAX 042-709-3607 HP https://kakinomi.com/taketonbo/

所在地 町田市森野2-24-15

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 有料

補食は市販のビスケット等の軽食です

誕生日会・季節の集い行事に関する補足事項

延長料金

（補食含む）
～１８：３０上限　２５００円
～１９：００上限　３０００円
～１９：３０上限　４０００円
～２０：００上限　５０００円
事前登録がない場合は３０分５００円＋補食代５０円

延長保育に関する補足事項

18:01～20:00

あり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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たけとんぼ保育園

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

○ ×

○ ○ × ○ ○

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 前払い

支払方法 現金

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 －

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり
日により
子育てひろばカレンダーをご
覧ください

園との懇談会

一時保育

１０人

料金
午前　２，５００円（朝おやつ・給食込み）
一日　４，５００円（朝午後おやつ・給食込み）

保護者会 開催頻度 年に2回 保護者会費 無 その他補足 特になし

○

定員

持ち物
連絡帳／着替え一式／紙おむつ／口拭きタオル／食事用エプロン
／ループ付きタオル／コップ／バスタオル／バッグ（持ち物用）

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

満１歳～（歩行可能・完了食）

月～金　＊園行事により要相談

希望日の前月の２０日までに電話受付

紙おむつ持ち込み

園で廃棄（廃棄費用徴収無）

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ４．ソバ　５．ピーナッツ　８．ナッツ類　９．甲殻類　１１．魚卵

完全除去可能なアレルギー品目
１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　４．ソバ　５．ピーナッ
ツ ６．大豆・　７．ゴマ　８．ナッツ類　９．甲殻類　１０．軟体
類・貝類　１１．魚卵　１２．魚類　１３．肉類　１４．果物類

代替品の提供 あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

障がい児等の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 無

冷凍母乳の持ち込み 要相談

寝具類の持ち帰り頻度 毎週末

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

なし

昼寝用布団 園で用意 布団カバー/バスタオル

毎週月曜日～金曜日
１０：００～１２：００

不可

不可

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

帽子　１０５０円
ストラップ　３２０円
連絡帳　１８０円（２冊目以降）
消耗品、その他実費負担あり

無

開催頻度
年に2回（保護者会と同
日）

持ち物に関する補足事項 保育園のしおりを参照下さい

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

2歳児幼稚園体験

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式(入園児のみ)※ ※オンライン個人面談 秋の遠足(麻溝公園) 保護者会※

歯科健診

オンライン保護者会※ 水遊び 内科健診 2歳お別れ遠足

内科健診 2歳児幼稚園体験 防災引き取り訓練※ 2歳児幼稚園体験

8 1 1 0 0 1
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

4

なし なし

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

19

異年齢保育 あり １歳児と２歳児は一緒に遊ぶことが多いです

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～19:00 7:00～18:00

クラスなし 9 10 クラスなし クラスなし クラスなし

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 無 慣らし保育等の目安 - 第三者評価最終評価年度 2021年2月

園へのアクセス
小田急町田駅より徒歩7分
学校法人の系列園へは､本園から園ﾊﾞｽで送迎しています｡

園庭の有無 無 活動で利用する主な公園等
シバヒロ公園、芹が谷公園、若
葉公園

3～5 送迎保育ステーション利用の有無

目指す保育は「こども中心」子どもが主体的に育とうとする力、学ばずにいられない心を大切に育みます。新しいもの、未知なるもの、美しいもの、良いことなどに触
れた時に味わう感触や感動。思いやりや愛情などのその時に起こる感情が呼び覚まされ、もっとよく知りたいと自然に思います。自らが疑問に思い興味を持つとこ
ろから、見つけ出された知識や知恵が身につき広がっていくような保育を心掛けています。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法

つながり保育園・まちだ

施設類型 小規模保育園 設置運営 学校法人 正和学園 開設年月 2017年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分１００円

合計

15

職員一人当たりの
平均経験年数

8 年

×

TEL 042-812-4808 FAX 042-812-4673 HP https://seiwagakuen.ed.jp/thpmf/

所在地 町田市原町田5丁目3-8 1F

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 有料

補食はビスケット等の軽食です

毎月：おはなしポン　こどもヨガ　各月１回行事に関する補足事項

延長料金
１８：０１～１９：００　３０分１００円
補食　１食１００円

延長保育に関する補足事項

18:01～19:00

あり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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つながり保育園・まちだ

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

無

あり

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × × × ○

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 -

支払方法 -

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 無

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり
毎月１回
おはなしポン、こどもヨガ

園との懇談会

一時保育

-

料金 -

保護者会 開催頻度
年２～４回オンラインで開
催

保護者会費 無 その他補足 －

×

定員

持ち物 -

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

-

-

-

-

-

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ピーナッツ・キウイフルーツ・そば

完全除去可能なアレルギー品目 卵・牛乳 代替品の提供 あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

障がい児等の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 無

冷凍母乳の持ち込み 不可

寝具類の持ち帰り頻度 毎週末(週1回)

おむつの用意 園で用意（保護者費用負担あり） おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

３歳児からは町田自然幼稚園または正和幼稚園に継続入園となります。

昼寝用布団 園で用意 タオルケット

-

-

-

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

お布団シーツカバー１８１５円
ゴム印７７円

特に無し

開催頻度 -

持ち物に関する補足事項
１歳児は園でおむつを用意（手ぶら登園システム利用）
２歳児はトイレトレーニングがある為選択制（持参または手ぶら登園システム）

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

歯科健診

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式(入園児のみ)※ 個人面談※ 秋の遠足(麻溝公園) オンライン保護者会※

防災引き取り訓練※

オンライン保護者会※ 水遊び 内科健診 2歳お別れ遠足

内科健診 2歳児幼稚園体験 2歳児幼稚園体験 2歳児幼稚園体験

3 1 1 0 0 0
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

8

4 5

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

19

異年齢保育 あり １～２歳児一緒に遊ぶことが多いです

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～19:00 7:00～18:00

6 6 7 クラスなし クラスなし クラスなし

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 無 慣らし保育等の目安 - 第三者評価最終評価年度 －

園へのアクセス 小田急線町田駅､JR横浜線町田駅より 徒歩5分

園庭の有無 無 活動で利用する主な公園等
芹が谷公園、原町田わかば公
園、シバヒロ

10～15 送迎保育ステーション利用の有無

目指す保育は「こども中心」子どもが主体的に育とうとする力、学ばずにいられない心を大切に育みます。新しいもの、未知なるもの、美しいもの、良いことなどに触
れた時に味わう感触や感動。思いやりや愛情などのその時に起こる感情が呼び覚まされ、もっとよく知りたいと自然に思います。自らが疑問に思い興味を持つとこ
ろから、見つけ出された知識や知恵が身につき広がっていくような保育を心掛けています。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法- -

つながりづくり保育園・原町田α

施設類型 小規模保育園 設置運営 学校法人 正和学園 開設年月 2019年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分１００円

合計

13

職員一人当たりの
平均経験年数

9 年

×

TEL 042-851-7285 FAX 042-851-7286 HP http://seiwagakuenn.ed.jp/tzhm/

所在地 町田市原町田5-5-20

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 有料

補食はビスケット等の軽食です。

-行事に関する補足事項

延長料金
１８：０１～１９：００　３０分１００円
補食　１００円

延長保育に関する補足事項

18:01～19:00

あり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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つながりづくり保育園・原町田α

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

無

あり

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × × × ○

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 -

支払方法 -

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 無

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり 月に３回

園との懇談会

一時保育

-

料金 -

保護者会 開催頻度  年２回～４回オンライン 保護者会費 無 その他補足 役員なし

×

定員

持ち物 -

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

-

-

-

-

-

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ピーナッツ・キウイフルーツ・そば

完全除去可能なアレルギー品目 卵・牛乳 代替品の提供 あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

障がい児等の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 あり

冷凍母乳の持ち込み 不可

寝具類の持ち帰り頻度 毎週末(週1回)

おむつの用意 園で用意（保護者費用負担あり） おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設などにおける食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

3歳児からは、町田自然幼稚園または正和幼稚園に継続入園となります。

昼寝用布団 園で用意 タオルケット

-

-

-

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

シーツ１９８０円
ゴム印７７円

無

開催頻度 -

持ち物に関する補足事項
０歳児から１歳児は園でおむつを用意（手ぶら登園システム利用）
２歳児はトイレトレーニングがある為選択制（持参または手ぶら登園システム）

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 有料

補食はビスケット等の軽食です

-行事に関する補足事項

延長料金
１８：０１～１９：００　３０分１００円
補食　１００円

延長保育に関する補足事項

18:01～19:00

あり

つながりづくり保育園・原町田β

施設類型 小規模保育園 設置運営 学校法人 正和学園 開設年月 2019年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分１００円

合計

10

職員一人当たりの
平均経験年数

6 年

○

TEL 042-851-7285 FAX 042-851-7286 HP http://seiwagakuen.ed.jp./tzhm/

所在地 町田市原町田5-5-20

園へのアクセス 小田急線町田駅､JR横浜線町田駅より 徒歩5分

園庭の有無 無 活動で利用する主な公園等
芹が谷公園、原町田わかば公
園、シバヒロ

10～15 送迎保育ステーション利用の有無

目指す保育は「こども中心」子どもが主体的に育とうとする力、学ばずにいられない心を大切に育みます。新しいもの、未知なるもの、美しいもの、良いことなどに触
れた時に味わう感触や感動。思いやりや愛情などのその時に起こる感情が呼び覚まされ、もっとよく知りたいと自然に思います。自らが疑問に思い興味を持つとこ
ろから、見つけ出された知識や知恵が身につき広がっていくような保育を心掛けています。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法- -

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 無 慣らし保育等の目安 - 第三者評価最終評価年度 －

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

19

異年齢保育 あり １歳児と２歳児は一緒に遊ぶことが多いです

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～19:00 7:00～18:00

クラスなし 9 10 クラスなし クラスなし クラスなし

1 0 1 0 0 0
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

8

4 5

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式(入園児のみ)※ ※オンライン個人面談 秋の遠足(麻溝公園) 保護者会※

防災引き取り訓練※

オンライン保護者会※ 水遊び 内科健診 2歳お別れ遠足

内科健診 2歳児幼稚園体験

歯科健診

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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つながりづくり保育園・原町田β

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

無

あり

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × × × ○-

-

-

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

シーツ１６２０円

無

開催頻度 -

持ち物に関する補足事項
１歳児は園でおむつを用意（手ぶら登園システム利用）
２歳児はトイレトレーニングがある為選択制（持参または手ぶら登園システム）

3歳児からは、町田自然幼稚園または正和幼稚園に継続入園となります。

昼寝用布団 園で用意 タオルケット

寝具類の持ち帰り頻度 毎週末(週1回)

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ピーナッツ・キウイフルーツ・そば

完全除去可能なアレルギー品目 卵・牛乳 代替品の提供 あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

障がい児等の受入れ※ 可 受入れ実績の有無 無

冷凍母乳の持ち込み 不可

開催頻度
年２～４回オンラインで開
催

保護者会費 無 その他補足 －

×

定員

持ち物 -

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

-

-

-

-

-

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 -

支払方法 -

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 無

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり 月１回以上

園との懇談会

一時保育

-

料金 -

保護者会

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式(入園児のみ)※ 個人面談※ 内科健診 保護者会※

保護者会※ 2歳児幼稚園体験 防災訓練※ お別れ遠足

内科健診

2 0 1 0 1 1
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

5

0 0

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

19

異年齢保育 あり １歳児と２歳児は同じ保育室なので、常に異年齢での活動有り。

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:00～19:00 7:00～18:00

クラスなし 9 10 クラスなし クラスなし クラスなし

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 要相談 慣らし保育等の目安
要望があれば､慣らし保育の強制はして
いない｡

第三者評価最終評価年度 -

園へのアクセス 小田急線町田駅､JR横浜線町田駅より徒歩7分

園庭の有無 無 活動で利用する主な公園等
芹が谷公園、原町田わかば公
園、シバヒロ

10～15 送迎保育ステーション利用の有無

保育理念「いきいき」　保育方針「子ども中心」　主体的に育とうとする力、学ばずにいられない心を大切に育みます。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法- -

つながりづくり保育園・原町田プラス

施設類型 小規模保育園 設置運営 学校法人 正和学園 開設年月 2021年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分１００円（７：００～８：２９、１６：３１～１９：００）

合計

10

職員一人当たりの
平均経験年数

12 年

×

TEL 042-850-8204 FAX 042-850-8205 HP https://seiwagakuen.ed.jp

所在地 町田市原町田4-19-17 ｸﾞﾘｰﾝｺｰﾄ町田1階

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 有料

補食はビスケット等の軽食です。

誕生会、避難訓練を毎月実施しています。行事に関する補足事項

延長料金
１８：０１～１９：００　３０分１００円
補食１食１００円

延長保育に関する補足事項

18:01～19:00

あり

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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つながりづくり保育園・原町田プラス

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

あり

あり

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

○ × × × ○

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 後払い

支払方法
ｅｎｐａｙ（キャッシュレス決済サービス）を利用。コンビニ払い、クレ
ジットカード払いなど保護者に支払方法を選択していただく。

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 一時保育は利用前に登録（要来園）が必要になります。また、土曜日の利用をご希望の場合はご相談ください。

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり
おとあそび：毎月２回実施　お
はなしポン：毎月第２火曜日

園との懇談会

一時保育

７人（０歳２人・１歳３人・２～５歳２人の中で柔軟
に対応）

料金
保育時間７：００～１９：００：４時間まで１，８００円　４時間以上３０分
２００円　給食１食２５０円　おやつ（１５時・１８時）各１００円

保護者会 開催頻度 年に3回 保護者会費 無 その他補足 役員は無し

○

定員

持ち物 着替え、おむつ、おしりふき、昼寝用タオル２枚

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

０歳児～５歳児（学年齢）

月～金、土曜は要相談

利用登録（要来園）後、Ｗｅｂか電話、予
約申請書にて申込

紙おむつ持ち込み

園で廃棄（廃棄費用徴収無）

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 卵・ピーナッツ・キウイフルーツ・そば

完全除去可能なアレルギー品目 卵・牛乳・小麦 代替品の提供 あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

障がい児等の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 無

冷凍母乳の持ち込み 不可

寝具類の持ち帰り頻度 ｼｰﾂ､ﾀｵﾙｹｯﾄ週1回(毎週末)

おむつの用意 園で用意（保護者費用負担あり） おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

3歳児からは町田自然幼稚園または正和幼稚園に継続入園となります。

昼寝用布団 園で用意 タオルケットあるいは大きめのバスタオル

-

要相談

要相談

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

お昼寝布団用シーツ：１，９８０円　氏名印：７７円

特に無し

開催頻度 半年に一回

持ち物に関する補足事項 シーツは兄姉が卒園児の場合、その時使っていたものを使用しても構いません。

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

※子どもの健康・事故防止のために行うものですが、希望しない場合は各園にご相談ください。

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代

-

避難訓練（毎月１回）行事に関する補足事項

延長料金

延長保育に関する補足事項

無～無

さくらんぼ保育園

施設類型 小規模保育園 設置運営 学校法人 中島学園 開設年月 2019年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分５００円

合計

16

職員一人当たりの
平均経験年数

10 年

×

TEL 042-850-9588 FAX 042-850-9588 HP http://www.kiso.ed.jp

所在地
町田市森野1-7-11
ｻﾞ･ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ町田(旧ﾊﾟﾚｽ石川) 1F

園へのアクセス 小田急線町田駅より徒歩7分

園庭の有無 無 活動で利用する主な公園等
森野第一児童遊園
認定こども園きそ幼稚園

送迎保育ステーション利用の有無

集団生活に無理なく適応できるよう、生活習慣を身につけ、心も身体も健やかに成長するお手伝いを致します。
優しく経験豊富な先生方が、小規模ならではの家庭的で温かい保育を致します。
卒園後は、認定こども園きそ幼稚園・認定こども園境川幼稚園に優先的に入園することが出来ます。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法- -

徒歩2分
園バス10分

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 あり 慣らし保育等の目安 4日間､早めのお迎えを依頼､要相談 第三者評価最終評価年度 2021年予定

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

19

異年齢保育 あり １・２歳児、合同で行う活動が多いです。

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:30～18:30 7:30～18:30

ｸﾗｽなし 9 10 ｸﾗｽなし ｸﾗｽなし ｸﾗｽなし

1 0 0 0 0 0
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

15

0 0

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式※ 七夕 避難引き渡し訓練※ おもちつき会（2歳児のみ）

クリスマス発表会※

個人面談※ 水あそび 運動会※ 豆まき

遠足（2歳児のみ） 個人面談※

ひなまつり

卒園式※

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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さくらんぼ保育園

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

無

無

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

× × × × ×-

-

-

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

無

無

開催頻度 -

持ち物に関する補足事項 -

昼寝用布団 園で用意 バスタオル２枚

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日(週1回)

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表を提出していただきます。

宗教的配慮をした食事への対応

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ４．ソバ　８．ナッツ類　１０．軟体類・貝類　１１．魚卵

完全除去可能なアレルギー品目
１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．小麦　４．ソバ　５．ピーナッ
ツ　６．大豆・　７．ゴマ　８．ナッツ類　９．甲殻類　１０．軟体
類・貝類　１１．魚卵　１２．魚類　１３．肉類　１４．果物類

代替品の提供 あり（園で用意）

障がい児等の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

冷凍母乳の持ち込み 不可

開催頻度 - 保護者会費 - その他補足 －

×

定員

持ち物 -

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

-

-

-

-

-

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 -

支払方法 -

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 -

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり -

園との懇談会

一時保育

-

料金 -

保護者会

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

徒歩 分

【２．保育の特色】

【３．定員数】

【４．施設情報】

台分 台分

【５．延長保育利用料金】

【６．主な行事】保護者参加の行事は※印

修了式

クリスマスを祝う

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

新入園児の歓迎 プール遊び ／ 水のおまつり 運動会※(参観) 節分を祝う

園医による健康診断

園医による健康診断 七夕を祝う こどもまつり ひな祭りを祝う

こどもの日を祝う お餅つき 発表会※(参観)

0 0 1 0 1 3
職員数

保育士 保育補助 看護師・保健師 栄養士 調理士 事務 その他

17

6 5

8:00～16:00

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 あり

19

異年齢保育 あり １歳児～開始。１～５歳児（連携園を含む）が合同で行う活動があります。

開園時間

開園時間
保育標準時間
（最大11時間)

保育短時間
（最大8時間）

7:30～18:30 7:30～18:30

クラスなし 9 10 クラスなし クラスなし クラスなし

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計

入園時の慣らし保育等※の有無 無 慣らし保育等の目安 - 第三者評価最終評価年度 -

園へのアクセス
横浜線町田駅より徒歩10分
小田急線町田駅より徒歩15分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 原町田ふるさとの森広場 10 送迎保育ステーション利用の有無

「なかよし」の頭文字を取り
な：仲良くお友だちと遊べる子
か：考えて行動する子
よ：よく運動する子
し：しっかり最後までがんばる子

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法- -

町田なかよし保育園

施設類型 小規模保育園 設置運営 学校法人 矢口学園 開設年月 2021年4月

保育短時間利用者の延長料金 １時間３００円

合計

22

職員一人当たりの
平均経験年数

12 年

×

TEL 042-707-6226 FAX 042-707-6225 HP http://kougasaka.ac.jp/

所在地 町田市原町田2-12-17

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代

無し

お誕生会は月次（２歳児）行事に関する補足事項

延長料金

延長保育に関する補足事項

無～無

無

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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町田なかよし保育園

【７．卒園児の主な入学先】※年度によって異なります。

【８．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

【９．アレルギー等対応】

【１０．障がい児等受入れ】

【１１．園との懇談会・保護者会】

無

無

【１２．特別保育・子育て支援】詳細は園にお問い合わせください。

× ×

○ × × ○ ×

※障がい児受入れ基準は原則、心身に障害を有する児童で、集団保育が可能であり医療行為が必要ないことです。申込み前にお子さんと一緒に保育園等の見学を行ってください。

料金支払 前払い

支払方法 現金

休日保育 病後児保育

特別保育・子育て支援に関する補足事項 一時保育，定期保育，園庭開放についての連絡は、連携園（認定こども園　高ヶ坂幼稚園）で受付ています。

マイ保育園 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり -

園との懇談会

一時保育

一般型定期預かり保育利用定員（１歳児８人，２歳児１１名）
一般型一時預かり保育利用定員（１歳児１６人，２歳児２２名）

料金 登録料年額５７，８００円（利用料を含む）

保護者会 開催頻度 - 保護者会費 - その他補足 －

○

定員

持ち物
［ひも付きお手拭きタオル／上履き袋／手さげ袋］をご用意して頂き
ます。

受入年齢

実施曜日

予約受付

おむつの用意

おむつ処理

障がい児受入れ

アレルギー対応

１歳児，２歳児

月～金、土曜は要相談

利用前月の１５日までに、来園して登録
用紙・調査用紙を提出。

おむつ持ち込み（紙おむつ）

園で廃棄（廃棄費用徴収無）

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 蕎麦・ナッツ類　など

完全除去可能なアレルギー品目
鶏卵、牛乳・乳製品、甲殻類、軟体類・貝類、魚卵、魚
類、肉類、果物類

代替品の提供 あり（園で用意か保護者持ち込みか要相談）

障がい児等の受入れ※ 要相談 受入れ実績の有無 あり

冷凍母乳の持ち込み 不可

寝具類の持ち帰り頻度 持ち帰り無

おむつの用意
園で用意(1歳児 月額1,000円・2歳
児無償)

おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 「町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出していただきます。

3歳児からは、認定こども園 高ヶ坂幼稚園に継続入園となります。
<<令和3年度卒園児 (８名以上) 進学先>>
町田市立南大谷小学校33名
町田市立第六小学校8名
町田市立南成瀬小学校13名

昼寝用布団 園で用意 無

一般型一時預かり保育　登録者の
み

可

要相談

保護者が購入するもの(必須）・料金

保護者が購入するもの(任意）・料金

無

無

開催頻度 -

持ち物に関する補足事項 ［ひも付きお手拭きタオル／上履き袋／手さげ袋］をご用意して頂きます。

★入園を希望する園は、お子さまと一緒に見学してください★
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【１．基本情報】

分

FAX

慣らし保育等の目安

【２．保育の特色】

【３．施設情報】

台分 2 台分

【４．主な行事】保護者参加の行事は※印

【５．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

持ち物に関する補足事項

【６．アレルギー等対応】

エピペンの預かり 不可

アレルギー対応に関する補足事項
見学時に町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表を提出していただきます。
アナフィラキシー既往の方は不可。

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

保護者が購入するもの(任意）・料金 防災頭巾、上履き

持ち物全てに記名をお願いします。

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ソバ、ナッツ類

完全除去可能なアレルギー品目 程度によるので要相談 代替品の提供 程度によるので要相談

冷凍母乳の持ち込み 不可

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

保護者が購入するもの(必須）・料金 たれのある帽子（実費1100円）

行事に関する補足事項 親子遠足にかかる大人の費用は実費徴収します。

昼寝用布団 園で用意 バスタオル2枚

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日（週1回）

健康診断 夏まつり 芋掘り親子散歩※ 親子散歩※

こどもの日、誕生会 - ハロウィン、誕生会 お別れ会※

防災訓練 水遊び クリスマス会 節分、ひな祭り

親子遠足※ 誕生会 健康診断，歯科健診 誕生会

春（４－６月） 夏（７－８月） 秋（９－１２月） 冬（１－３月）

入所式※ 防災訓練 引き渡し訓練※ 防災訓練

職員数内訳
（兼任含む）

職員一人当たりの
平均勤続年数

7 2 1 0 0 3 1 12
職員数

合計 保育士
子育て支援員

保育補助
看護師・保健師 栄養士 調理員 その他

年

5 8:30～16:30 玉川さくら保育園 平日８：３０～１６：３０

送迎スペース 駐車場 2 自転車 ベビーカー置き場 あり

★3歳児以降も保育が必要な場合は、改めて保育園等入所の申込みが必要です。4月入園の受付時に忘れずに申込みをしてください。
 2歳児卒園後の保育の利用を引き続き希望し、3歳児以降の保育園等の申込みをする場合は、優先して選考します。

・一人ひとりの子の声に耳を傾け寄り添う保育
・季節感のある安全でおいしいごはん
・外遊びをいっぱい
・自分もお友達も大切に
・自分を表現できる子に(英語、ダンス)
・楽しい保育室

定員数 開園時間 連携保育所 問い合わせ可能時間

TEL 042-729-7853 なし HP https://kylekno.wixsite.com/aloha

入園時の慣らし保育等の有無 あり
１週間ほど早めのお迎えをお願いしま
す。応相談

第三者評価最終評価年度 －

所在地
町田市玉川学園
※住所詳細は入園のしおりでご確認ください。

園へのアクセス 小田急線玉川学園前駅より徒歩１２分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 朝日公園,やすらぎ公園,遺跡公園 徒歩 5～15

Aloha Keiki 家庭保育室

施設類型 家庭的保育者（保育ママ） 保育者氏名 七里　眞利子 保有資格 保育士 開設年月 2009年8月
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【１．基本情報】

分

FAX

慣らし保育等の目安

【２．保育の特色】

【３．施設情報】

台分 3 台分

【４．主な行事】保護者参加の行事は※印

【５．持ち物について】

家庭から持ち込む寝具類

持ち物に関する補足事項

【６．アレルギー等対応】

エピペンの預かり 不可

アレルギー対応に関する補足事項 見学時に町田市保育施設等における食物アレルギー疾患生活管理指導表を掲示。アナフィラキシー既往の方は不可。

宗教的配慮をした食事への対応 要相談

保護者が購入するもの(任意）・料金 無

水筒持参

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 ソバ　ピーナッツ

完全除去可能なアレルギー品目 程度によるので要相談 代替品の提供 程度によるので要相談

冷凍母乳の持ち込み 要相談

おむつの用意 紙おむつ持ち込み おむつ処理 園で廃棄（廃棄費用徴収無）

保護者が購入するもの(必須）・料金 カラー帽子　９６０円

行事に関する補足事項 園児のお誕生月にお誕生会、避難訓練は毎月行います。

昼寝用布団 園で用意 タオルケット、敷き布団カバー

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日（週１回）

- - 花咲フェス（他施設合同）※ お別れ遠足

- - クリスマス会 お別れ会

春の遠足 プール遊び 歯科健診・内科健診 豆まき

内科健診 七夕まつり ハロウィン・秋の遠足 ひな祭り

春（４－６月） 夏（７－８月） 秋（９－１２月） 冬（１－３月）

子どもの日 水遊び 防災訓練※ 新年会

職員数内訳
（兼任含む）

職員一人当たりの
平均勤続年数

3 1 1 0 0 2 0 10
職員数

合計 保育士
子育て支援員

保育補助
看護師・保健師 栄養士 調理員 その他

年

3 8:30～16:30 高ヶ坂ふたば保育園 月～金 ８：３０～９：３０、１４：００～１６：３０

送迎スペース 駐車場 2 自転車 ベビーカー置き場 あり

★3歳児以降も保育が必要な場合は、改めて保育園等入所の申込みが必要です。4月入園の受付時に忘れずに申込みをしてください。
 2歳児卒園後の保育の利用を引き続き希望し、3歳児以降の保育園等の申込みをする場合は、優先して選考します。

小さなおまめちゃんをさやで包むように、子ども達を優しく包み笑顔とあいさつ、愛情たっぷりのスキンシップを大切にした保育をしています。
　そして、おまめちゃん達がはじけるように一人ひとりの個性を尊重し、その子の持っている可能性を最大限に伸ばし、発達に合わせて柔軟に対応するように努めま
す。また 、保育室周辺にはたくさんの公園や広場があるので、戸外遊びを中心に自然とのふれあいや行事などを大切にして、のびのびと毎日を楽しく過ごせるよう
に心がけています。

定員数 開園時間 連携保育所 問い合わせ可能時間

TEL 042-723-5221 042-723-5221 HP 無

入園時の慣らし保育等の有無 あり 1週間 第三者評価最終評価年度 -

所在地
町田市南大谷
※住所詳細は入園のしおりでご確認ください。

園へのアクセス 玉川学園前駅より徒歩15分、町田駅よりバス「南大谷都営住宅前」下車徒歩5分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 タイヤ公園、中央公園、高瀬第3公園ほか 徒歩 5～20

ぐりーんぴーす家庭保育室

施設類型 家庭的保育者（保育ママ） 保育者氏名 土方　夕美子 保有資格 保育士・幼稚園教諭 開設年月 2011年2月
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