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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） 
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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。 

12
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施設種類 園名 住所 ページ 

認可保育園 もりのおがわ 小川 1-11-2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 

認可保育園 光の原 南町田 1-3-48 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 

認可保育園 こびとのもり 小川 6-1-32 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 

認可保育園 こばと 金森 6-37-18 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21 

認可保育園 こうりん 金森 7-6-1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

認可保育園 市立金森 金森東 1-12-16 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25 

認可保育園 ねむの木 金森東 3-17-25 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27 

認可保育園 町田南 金森東 4-36-8 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29 

認可保育園 高ヶ坂 高ヶ坂 6-2-10 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31 

認可保育園 高ヶ坂ふたば 高ヶ坂 7-26-6 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33 

認可保育園 成瀬くりの家 成瀬 1-5-1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35 

認可保育園 町田わかくさ本園 成瀬 7-10-7 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 

認可保育園 町田わかくさ分園 
南成瀬 1-8-7 

成和ビル 1F 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39 

認可保育園 成瀬南野 成瀬が丘 3-22-1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41 

認可保育園 田園 南町田 3-1-1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43 

認可保育園 ハッピードリーム鶴間 南町田 4-22-7 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45 

認可保育園 ハッピードリーム鶴間分園 南町田 4-16-31 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47 

認可保育園 南つくし野 南つくし野 2-17-1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49 

認可保育園 レイモンド南町田
鶴間 8-4-30 

クレインドビル 1F
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51 

認可保育園 子どもの森南町田 南町田 4-29-12 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53 

認定こども園 光幼稚園 金森 3-41-1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55 

認定こども園 高ヶ坂幼稚園 高ヶ坂 5-6-19 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57 

小規模保育園 高ヶ坂なかよし 高ヶ坂 5-26-1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 59 

小規模保育園 成瀬なかよし 南成瀬 4-10-4 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 61 

小規模保育園 わかくさのおうち 成瀬が丘 2-23-14 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63 

小規模保育園 もりのこ第一 鶴間 1-16-1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65 

小規模保育園 もりのこ第二 鶴間 1-16-1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67 

小規模保育園 もりのおうち 鶴間 1-16-8 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 69 

小規模保育園 成瀬フェリシア 
南成瀬 5-1-12 

SKビル 1F 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71 

小規模保育園 
KBCほいくえん 

南町田 ALIVE 

南町田 5-4-10 

ALIVE 1F 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73 

家庭的保育者 スナグル・ポット 高ケ坂 4-16-7 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75 

家庭的保育者 野いちご 
南町田 3-44-60 

キャロットハウス 103
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 76 
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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

夕食は当日１６時まで申し込み可

毎月　誕生会（保護者参加）、バス散歩、避難訓練、体育、英語、造形・絵画行事に関する補足事項

延長料金

３０分　１５０円　１時間　３００円　１時間３０分４５０円　２時間　６００
円
上限各料金×１２回分
軽食１食　１００円　夕食１食　２００円

延長保育に関する補足事項

18:01～20:00

あり

もりのおがわ保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 貴静会 開設年月 2013年4月

保育短時間利用者の延長料金
７：００～７：２９　４５０円、７：３０～７：５９　３００円、８：００～８：２９　１５０円、１６：３１～１７：００　１５０円、
１７：０１～１７：３０　３００円、１７：３１～１８：００　４５０円

合計

37

職員一人当たりの
平均経験年数

8 年

×

TEL 042-788-7025 FAX 042-799-2070 HP http;//www.morinoogawa.net

所在地 町田市小川1-11-2

園へのアクセス
つくし野駅より徒歩13分
成瀬駅より徒歩13分

園庭の有無 無 活動で利用する主な公園等
園にテラス有。せんげん公園・
下小川公園

5～10 送迎保育ステーション利用の有無

「いいあたま」　「やさしいこころ」　「じょうぶなからだ」「がまんづよいこ」の四つの言葉をもとに、一人ひとりの子どもが居場所のある心地良い保育園であるよう日々
保育をしています。
乳児は愛着関係を大切にしたぬくもりのある環境を提供し、幼児はいろいろなものごとに挑戦できる保育をしています。

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

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 10日間 第三者評価最終評価年度 2018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

120

異年齢保育 あり １歳～朝・夕の合同保育・日中の３～５歳児合同

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 20 22 23 23 23

2 1 1 6 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

25

9 5

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

４月　入園式 ７月　プール開き、夏祭り・お泊り保育 ９月　総合防災訓練、運動会 ２月　豆まき、交流ドッジボール大会

１２月　発表会、もちつき、クリスマス会

５月　内科検診・幼児遠足 ８月　夏祭り １０月　幼児遠足、内科検診 ３月　ひな祭り、お別れ遠足、お別れ会、卒園式

６月　保育参観・懇談会・むし歯予防教室 １１月　、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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もりのおがわ保育園

【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。

× ×

× × ○ × ○-

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

なし

保育風景の写真、補充用のマーカー、お絵かき帳など

開催頻度 年１回

持ち物に関する補足事項 テラス用の靴。（サンダル不可）

小川小学校・つくし野小学校・南つくし野小学校

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 週末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
医師から出された生活管理指導表に基づき、除去対応。入園前に栄養士と面談。翌月の給食提供前に保護者に献立表を
チェックしてもらい、栄養士は除去する食材を確認する。

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 そば・ナッツ類・キウイ・はちみつ

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 バスタオル２枚、着替え

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か月～

月～金

登録後、利用したい月の前月１日から
受付

おむつ持ち込み（紙・布両方）

保護者持ち帰り

※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
毎週月・火・金（除外日あ
り）

園との懇談会

一時保育

６人０歳１人・１歳１人・２歳・２人・幼児２人

料金
１時間　４００円　上限３０００円
昼食１食２００円　午後おやつ１食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

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

4月　入園式※ 7月　夕涼み会※ 9月　運動会※ 2月　お店屋さんごっこ

12月　生活発表会※

5月　親子遠足※ 10月　サツマイモ掘り 3月　卒園式※

6月　じゃがいも掘り 11月　保育参観※

12 1 0 0 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

16

7 10

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歳児から開始。毎週土曜日。

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 2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 2022年3月

園へのアクセス すずかけ台駅､つくし野駅､町田駅からﾊﾞｽ｢町谷原｣下車

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 むつみ公園、西田峯山公園 3～15 送迎保育ステーション利用の有無

「明るく、元気に、優しく」をモットーに、保護者の皆様とともに子どもの育ちの喜びを分かち合いながら、協調性や規律ある生活習慣の体得を目標とした保育をして
います。また、姉妹園である光幼稚園と連携し、野菜の収穫や交流保育を積極的に行っています。

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

光の原保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 光彩会 開設年月 2004年4月

保育短時間利用者の延長料金 １０分１００円

合計

32

職員一人当たりの
平均経験年数

10 年

×

TEL 042-788-5381 FAX 042-788-5385 HP http://www.hikarinohara.com

所在地 町田市南町田1-3-48

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 有料

補食は軽食です。

毎月　誕生会※行事に関する補足事項

延長料金

１８：０１～２０：００　１００円／１０分
１８：０１～１９：００　月極３５００円
１８：０１～２０：００　月極７０００円
補食　５０円／食

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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光の原保育園

【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 -

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、月～金８：３０～１７：３０に
受け付けております。

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
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 不可

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 要相談 代替品の提供 原則代替食

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

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。

南つくし野小学校、南第一小学校、小川小学校

昼寝用布団 園で用意 タオルケット、バスタオル

月～金１０：００～１６：００

-

-

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

無

体操着：１５４７円

開催頻度 -

持ち物に関する補足事項 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

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（おにぎり程度）当日３時までの申し込み 夕食前日３時までの申し込み

毎月　バス遠足（幼児）、誕生会、避難訓練　　通年　保育士体験と個人面談行事に関する補足事項

延長料金
３０分１５０円
補食５０円
夕食２００円

延長保育に関する補足事項

18:01～20:00

あり

こびとのもり保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 貴静会 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

45

職員一人当たりの
平均経験年数

8 年

×

TEL 042-850-5423 FAX 042-795-1455 HP http://www.kobitonomori.org/

所在地 町田市小川6-1-32

園へのアクセス 町田駅 すずかけ台駅 つくし野駅よりﾊﾞｽ ｢町谷原｣下車徒歩2分

園庭の有無 無 活動で利用する主な公園等 さくら公園 ，プラタナス公園 7～10 送迎保育ステーション利用の有無

＊いいあたま＊やさしいこころ＊じょうぶなからだ＊がまんづよいこを合言葉に、一人一人の育ちを大切に、丈夫な身体と豊かな心を育てます。
０歳児からリズム運動を遊びに取り入れ、幼児クラスは体育指導やダンスの講師による活動、４，５歳児クラスでは、英語も取り入れています
。近隣の公園に毎日散歩に行き、自然と触れ合い、園バスで大きな公園にも出かけています。

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 要相談 慣らし保育等の目安 年齢､体調などを考慮し要相談 第三者評価最終評価年度 2019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

96

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 18 18 18 18

7 1 2 3 1 15
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

10 8

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

４月　入園式＊ 　　　懇談会＊ ７月　七夕祭り　お泊り保育（年長）　プール遊び ９月災害時園児引き取り訓練 １月　お正月遊びの会　作品展

１１月　芋掘り　保育参観　歯科検診　遠足（4，5歳）健康診断

５月　こどもの日集会　健康診断 ８月　おまつりごっこ　プール遊び １０月　運動会 ２月　豆まき　　懇談会

6月　プール開き １０月　ハロウィンイベント ３月　ひなまつり会　お別れ遠足、卒園式

１２月　クリスマス会、こびとフェスタ（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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こびとのもり保育園

【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。

× ×

× × ○ × ○-

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

特になし

特になし

開催頻度
年２回　春と冬　その他個
人面談あり

持ち物に関する補足事項 タオルケット（夏）　歯ブラシ　コップ　 手拭きタオル　水筒（幼児クラス）　着替え パジャマ　上履き（２歳児クラス以上）等　

南第一小学校　 小川小学校 南つくし野小学校

昼寝用布団 園で用意 タオルケット（夏）

寝具類の持ち帰り頻度 無

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 保護者、栄養士、看護師と面談し、医師の指示の下で除去食を用意します。

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 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
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 －

○

定員

持ち物
着替え　オムツ　ビニール袋　エプロンおしぼりタオル　手拭きタオ
ル
パジャマバスタオル　上履き　歯ブラシ　コップ

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ヶ月から

月曜～金曜

前月の１５日から９：３０～１２：３０

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 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 マイ保育園登録は随時受け付けています。

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
月曜　水曜　金曜１０：００
～１３：００

園との懇談会

一時保育

６名（０～２歳各年齢１名、３歳以上４名）

料金
１時間４００円上限３０００円
給食２００円おやつ１食１００円ミルク１食５０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

補食はビスケット・せんべいなどの軽食です。

※ 保護者の参加あり行事に関する補足事項

延長料金 １０分１５０円　※１８：０１～１９：００　上限４，０００円

延長保育に関する補足事項

18:01～19:00

あり

こばと保育園

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 2001年9月

保育短時間利用者の延長料金 １５０円／３０分　※７：００～８：２９及び１６：３１～１８：００　各上限１８００円

合計

25

職員一人当たりの
平均経験年数

10 年

×

TEL 042-796-3628 FAX 042-796-3697 HP http://kobatohoikuen.net/

所在地 町田市金森6-37-18

園へのアクセス 小田急線 町田駅･南町田駅から車15分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等
西田団地公園・西田橋公園・
定法寺公園　等

15～20 送迎保育ステーション利用の有無

家庭的雰囲気を大切に恵まれた自然環境の中で保育を行っています。
【保育方針】
①個々の発達に応じたきめ細かい保育
②忍耐力・集中力を高める
③自然や社会に関心と興味を培う保育

体育指導・スイミングスクール・シャボン玉ショー

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) 振り込み

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 第三者評価最終評価年度 2021年度10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

65

異年齢保育 あり 登園状況や活動によります。早朝・延長保育・土曜は合同保育を行なっています。

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）

7:00～19:00 7:00～18:00

9 9 11 12 12 12

7 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

12

8 8

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

進級式 七夕まつり 引き渡し訓練※ 餅つき（隔年）

クリスマス会

遠足（4・5歳児） ピクニック（4・5歳児） プール納め 節分・豆まき・ひな祭り

プール開き お泊り保育（５歳児） 七五三 発表会※

お別れ会

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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こばと保育園

【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。

× ×

× × ○ ○ ○月～金　９：００～１２：００

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

特になし

体操服（上　９１０円～、下　８７０円～）

開催頻度 年2回

持ち物に関する補足事項 （３）４～５歳児　水筒持参

南第一小学校、南第四小学校

昼寝用布団 園で用意 敷布団用シーツ・バスタオル

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 「町田市保育施設等の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，鶏卵　２，．牛乳・乳製品　３，小麦　　５，ピーナッツ　　　他　要相談

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※ 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 あり その他補足 保護者会の役員選出は１月ごろ実施

○

定員

持ち物
替えの衣類（下着・おむつ含む）
手拭きタオル・エプロン（食事用）・バスタオル（午睡用）
※その他詳細は利用時に説明いたします

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

希望日１か月前の９時から電話受付

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お問い合わせください。
※子育てのご相談は随時受付中。

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

８人／０歳１人・１歳２人・２歳２人・３～５歳３人

料金
８：３０～１２：３０　１，５００円、８：３０～１６：３０　３，０００円
※時間内に提供する「ミルク・補食・給食代」を含む

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

補食はビスケット等の軽食です。

毎月　誕生会　（現在行事については、緊急事態宣言の発令状況に従って、縮小や中止の措置を取っています。）行事に関する補足事項

延長料金
１５０円／１５分　（６００円／１日最大　３，６００円／１か月最大　補
食代含む　兄弟割引　減免制度あり

延長保育に関する補足事項

18:01～19:00

あり

こうりん保育園

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 1973年5月

保育短時間利用者の延長料金
利用時間　７：００～８：２９　及び　１６：３１～１８：００　１５０円／１５分
（１，８００円／１日最大　１０，８００円／１か月最大　兄弟割引・減免制度あり）

合計

39

職員一人当たりの
平均経験年数

11 年

×

TEL 042-725-7070 FAX 042-727-2822 HP http://www.kourin.ed.jp

所在地 町田市金森7-6-1

園へのアクセス 町田駅からﾊﾞｽ｢つくし野駅｣｢鶴間駅｣行き等｢金森二丁目｣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
①町田・金森防災市民いこい
の広場②金森山ふるさとの森

3～5 送迎保育ステーション利用の有無

近隣の豊かな自然を積極的に活用し、のびのび明るくたくましい子を育てる保育を目指しています。
子どもの可能性を引き出し、子どもの主体性を尊重しつつ、規律ある生活習慣や友人関係の確立にも力を注いでいます。

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 要相談 慣らし保育等の目安
1週間､保育時間を毎日少しづつ伸ばす
方法

第三者評価最終評価年度 2020年11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

100

異年齢保育 あり ３歳児～５歳児。３、４、５歳児合同で行う活動があります。（現在中止）

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 19 19 20

0 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

32

0 10

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

4月　入園式※ 7月　プール開き、夏祭り※、お泊り保育 9月　防災訓練※、敬老会※、保育参観（0～2歳児）※ 1月　どんど焼き

12月　生活発表会※、消防署見学、餅つき、クリスマス会

5月　園外保育※、保育参観（3～5歳児）※、親子親睦（3～5歳児）※ 8月　夏季保育体制 10月　運動会※、大地沢遠足（4・5歳児) 2月　豆まき、観劇会

6月　親子遠足（3～5歳児）※、個人面談※ 11月　芋掘り、焼き芋大会、ミニ動物園 3月　ひな祭り、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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こうりん保育園

【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
１０：００～１２：３０（現時点では中
止）

-

-

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

セキュリティーカード保証金　８４０円／１枚
（卒・退園時返金　在園中紛失の場合は再度支払）

敷布団カバー　１，８５０円
体操着（半袖上着）１，０８０円
体操着（半ズボン）　　９４０円

開催頻度 3期／1回

持ち物に関する補足事項 任意購入の商品は、自宅で使用しているものがあればそれを使用して構いません。

南第一小学校、南第三小学校、南第四小学校

昼寝用布団 園で用意 敷布団カバー、上掛け（タオルケット、毛布類）

寝具類の持ち帰り頻度
衛生上の観点から､週末のお持ち帰り
を推奨しております｡

おむつの用意 おむつ持ち込み（紙・布両方） おむつ処理 保護者持ち帰り

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 できるだけ対応していきたいので、入園前に要事前相談（提出書類あり）

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 ソバ、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　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 - 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。・子育てひろばは園庭向かいの都営住宅集会場で実施中で
す。（要予約）・現在、園庭開放は中止しています。

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
月・水・金
９：３０～１２：３０（現時点で
は予約制）

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

卒園式（卒園児のみ）※

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園のつどい（入園児のみ）※ プール遊び・水遊び 防災引き渡し訓練※ 卒園児招待会

おたのしみ会※運動会※

クラス懇談会※ おまつりごっこ 園外保育 クラス懇談会※

大地沢遠足 保育参加※ 大地沢遠足 入園説明会※

0 1 0 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

18

7 9

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 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）

7:00～19:00 7:00～18:00

8 12 15 20 22 23

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3月

園へのアクセス 町田駅からﾊﾞｽつくし野駅行またはすずかけ台駅行き｢金森郵便局前｣下車､徒歩3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、こもれび自然林 7～20 送迎保育ステーション利用の有無

・一人一人を大切に愛情に満ちている保育を実践し、子どもたちの豊かな感性を育みます。
・家庭と緊密な連携を取り、保護者の気持ちを受け止めながら、子育てを支えていきます。
・自分の気持ちをしっかりと伝えられる子どもに育てます。
・相手の気持ちに関心を持ち、わかろうとする子どもに育てます。
・年齢なりの興味・関心・意欲を養い、いろいろなことにチャレンジする子どもに育てます。

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  納付書払い

市立金森保育園

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 1968年2月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分ごと１５０円

合計

20

職員一人当たりの
平均経験年数

16 年

×

TEL 042-723-3664 FAX 042-723-3667 HP http://www.machida.city.tokyo.jp

所在地 町田市金森東一丁目12-16

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 無料

補食はおせんべい等の軽食です。

誕生会、身体測定、避難訓練は毎月実施しています。　内科健診・歯科健診行事に関する補足事項

延長料金
標準時間認定の方
１８：０１～１８：３０　１５０円１２日以上１８００円
１８：３１～１９：００　１５０円１２日以上１８００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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市立金森保育園

【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 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
一時保育のご利用では事前に登録が必要となります。登録は予約制ですので、保育園までお問い合わせください。
マイ保育園の登録は事前に南地域子育て相談センター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
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２１０円
ミルク及び離乳食３００円
おやつ（離乳後期食まで加算はなし）７０円
補食３０円

保護者会 開催頻度 必要に応じて 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、おしりふき、ビニール袋、昼寝用バスタオル、手ふ
き用タオル、体ふき用タオル、かばん、上履き（幼児組のみ）

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週間過ぎ

月～土

希望月１ヶ月前から受付

おむつ持ち込み（紙・布両方）

園で廃棄（廃棄費用徴収無）

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

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

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日にｶﾊﾞｰを持ち帰り

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、担任、調理員、看護師と面談を
していただきます。

南第三小学校、南第四小学校

昼寝用布団 園で用意 敷き布団カバー・毛布カバー、タオルケット

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 年に２回

持ち物に関する補足事項 保育上、必要に応じて用意していただくことがあります。

★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 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

補食は夕食に影響が出ない程度で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
１回５００円
１か月　３０００円を限度

延長保育に関する補足事項

18:01～19:00

あり

ねむの木保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 一穂会 開設年月 2001年4月

保育短時間利用者の延長料金 １回５００円

合計

41

職員一人当たりの
平均経験年数

13 年

×

TEL 042-706-0733 FAX 042-706-0737 HP http://www.kosodate-web.com/nemunoki/

所在地 金森東3-17-25

園へのアクセス 成瀬駅から徒歩13分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等
わさび田児童公園、
さくらなかよし公園

送迎保育ステーション利用の有無

四季の移り変わりを感じる園庭を活用し、自然との関わりを深める活動としてネイチャーゲーム等の保育実践を通して子どもたちの感性を育んでいます。また、ス
ポーツチャンバラを通して、運動面はもちろん挨拶の大切さや人を思いやる心を育んでいます。定員５５名という小さな園で、園全体でも異年齢児保育をしているよ
うなアットホームな保育園です。

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 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

55

異年齢保育 あり ３歳児～開始。主に３，４，５歳児で活動。 年齢ごとの活動も有

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 9 10 10 10 10

9 2 2 1 2 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

21

6 0

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

4月　入園・進級式※、保護者懇談会※ 7月　七夕、じゃがいも掘り、お泊り保育 9月　防災訓練※ 1月　どんど焼き

12月　餅つき会、クリスマス会

5月　春の遠足、個人面談※ 8月　プール遊び 10月　運動会、さつまいも掘り、秋の遠足 2月　豆まき会、みのりの会※

6月　保育参観※ 11月　焼き芋会、個人面談※、歯科検診 3月　ひな祭り、お別れ遠足、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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ねむの木保育園

【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２回程度１０：００～１１：３０
マイ保育園登録者のみ

-

-

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

なし

カラー帽子（つば付）：１０００円
カラー帽子（つば無）：６００円
紺色トレーニングパンツ：１１００円
敷布団カバー（１枚目は園で用意、２枚目以降は実費）：２７５０円

開催頻度 年1回（4月）

持ち物に関する補足事項 自宅に同じようなものがあれば使用可。 要相談

南第四小学校、つくし野小学校、小川小学校

昼寝用布団 園で用意 夏場：タオルケット　冬場：薄手の毛布等

寝具類の持ち帰り頻度 週1回

おむつの用意 布おむつ代徴収 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 出来るだけ対応したいので「生活管理指導票」等、医師の診断に応じ要個別相談。

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 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 要相談 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

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
月２回以上
主に午前中

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 無料

補食はビスケット等の軽食です。

自治会と共催で秋に防災フェスタ開催行事に関する補足事項

延長料金 登録　３０００円　ビジター１５分　２００円

延長保育に関する補足事項

18:01～19:00

あり

町田南保育園

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

保育短時間利用者の延長料金 １５分２００円

合計

35

職員一人当たりの
平均経験年数

10 年

×

TEL 042-796-8346 FAX 042-706-8325 HP https://machidaminami.com/

所在地 町田市金森東4-36-8

園へのアクセス 成瀬駅から徒歩15分/町田駅からﾊﾞｽつくし野駅行き･すずかけ台行き等｢金森4丁目｣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 みずき山公園・蜂谷戸公園 5～10 送迎保育ステーション利用の有無

常に子どもの立場になって考え「子どもたちの最善の環境を！」ということを目指しています。そして、子どもたちの生活をより良く築いていけるよう「子どもも大人も
ひとりひとりが皆主役」「日々の生活・保育を大切に」を大きな土台としています。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法6000円 ｽﾏﾎ決済

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 3日から2週間を目安に､要相談 第三者評価最終評価年度 2020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

110

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

12 14 18 22 22 22

14 1 1 2 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

15

7 あり

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式（入園児の保護者）※ 七夕 防災訓練※ 節分、豆まき　

いもほり　　　一日動物村　プール開き

進級式 夏祭り　※ プール納め ひな祭り

「子どもの日」のお楽しみ会 運動会※　 お別れ会

卒園式（卒園児の保護者）※

クリスマス会

★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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町田南保育園

【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。

× ×

× × ○ ○ ○子育て広場と同日

-

-

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

クラス帽　５２０円
トレパン（３歳児以上）　１６５０円

連絡帳（全園児）・５０～８０

開催頻度 年１～２回　（希望者）

持ち物に関する補足事項 ３歳児以上は肩かけカバンと持ち帰り布袋 

小川小学校、南第４小学校、つくし野小学校

昼寝用布団
保護者持ち込み又は園用貸し出し
の選択

上掛布団・敷き布団・布団カバー・バスタオル

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日(週1回)

おむつの用意 布おむつ代徴収 おむつ処理 保護者持ち帰り

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 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、甲殻類、魚卵、キウイ

完全除去可能なアレルギー品目 卵・乳・ナッツ類 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

開催頻度 年３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
毎週火、木、金曜日（３回）
午後

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

補食はおにぎりやパンケーキ等の軽食です。

-行事に関する補足事項

延長料金
月額　３０００円／１Ｈ　　日額５００円／１Ｈ
延長保育料に補食代を含みます

延長保育に関する補足事項

18:00～20:00

あり

高ヶ坂保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 高技会 開設年月 1977年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分１５０円

合計

32

職員一人当たりの
平均経験年数

14 年

×

TEL 042-727-2373 FAX 042-727-5373 HP http://www.kogasaka.org/

所在地 高ヶ坂6-2-10

園へのアクセス 小田急･JR線 町田駅より｢成瀬駅｣｢青葉台駅｣行等乗車｢高瀬橋｣下車 徒歩2分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等
弁天橋公園,桐畑公園,丸山公園
高ヶ坂住宅公園

５～２０ 送迎保育ステーション利用の有無

心いっぱい！笑顔いっぱい！子どもの育つ環境を大切に捉え、”豊かな心”が育つよう一人ひとりに丁寧な保育を心がけています。「子どもたちが中心の多彩な行
事」「野菜の栽培体験による食育」「専門講師によるリトミック指導・体育指導」と様々な経験を通じて、心身共にたくましい子どもに育つ様保育を進めています。

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 1日~2週間位 家庭の状況による 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

70

異年齢保育 あり ３歳児開始。３，４，５歳児で活動

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 10 11 12 13 15

10 1 2 1 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

16

5 10

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式※ プール遊び 防災訓練※　保育参観（参加）※ 新年式　どんど焼き

夏まつり やきいも　保護者懇談会※

進級式 大地沢キャンプ（５歳児） 　秋の遠足（３・４・５歳児） 豆まき集会　保育参観発表会※

春の保育（４・５歳児） 七夕集会 デイキャンプ（４．５歳児）　園まつり※ 保護者懇談会※　ひなまつり集会

お別れ遠足（４・５歳児）

個人面談※ 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★
31



高ヶ坂保育園

【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。

× ×

× × ○ ○ ○月、火曜日９：３０～１２：００

-

-

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

外遊び用カラー帽９８０円通園バッグ（３才児以上・２０５０円）

体操着（上）９１０円　（下）１０９０円、スモック１３５０円

開催頻度 年２回

持ち物に関する補足事項 -

高ヶ坂小学校、南大谷小学校、町田第六小学校

昼寝用布団 園で用意 シーツ、毛布カバー、バスタオル（夏）

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日か土曜日(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 不可

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・甲殻類・軟体類・貝類・魚卵

完全除去可能なアレルギー品目 乳・卵・小麦・大豆・魚・えびかに 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 年5-6回程度 保護者会費 あり その他補足 １８００円・世帯

×

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 年に４回開催

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★
32



【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

卒園式※（卒園児保護者）

クリスマス会 入園式※（次年度入園児のみ）

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

懇談会※ 夏まつり※ 防災訓練※ 保育参加（参観）※

発表会※個人面談※

保育参加（参観）※ プール活動 運動会※ お別れ遠足（3～5歳児）

遠足（3～５歳児） 遠足（3～5歳児） 懇談会※

9 2 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

15

3 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

75

異年齢保育 あり ３歳児から、３～５歳児の異年齢保育があり、異年齢の小グループでの活動もあります。

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 11 13 14 14 14

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 保護者の希望や状況を見て設定 第三者評価最終評価年度 2019年度

園へのアクセス
成瀬駅から徒歩15分
町田駅からﾊﾞｽ｢熊野神社｣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 団地の公園、原公園 2～15 送迎保育ステーション利用の有無

☆生活習慣を大切にしよう。☆人とたくさんふれ合おう。☆興味、関心があるものと出会おう。☆心が動く経験をしよう。という保育目標のもと、保護者の方と協力し
合い、安心して預けていただけるよう、また、第二の家庭としてホッとできる保育園を目指し、子ども達が健やかに成長できるよう日々努めています。３～５歳児で就
学前共育プログラムちゃいるどすてっぷ、４～５歳児で英語教室を行っています。

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

高ヶ坂ふたば保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 高技会 開設年月 2004年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分１５０円

合計

33

職員一人当たりの
平均経験年数

10 年

×

TEL 042-720-8215 FAX 042-720-8217 HP http://kogasakafutaba.org/

所在地 町田市高ヶ坂7-26-6

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、トースト等です。

-行事に関する補足事項

延長料金
月極（前月末までに申し込み）
１８：００～１時間３０００円（含補食代）２時間６０００円
単発１回１時間５００円　２時間１０００円（含補食代）

延長保育に関する補足事項

18:01～20:00

あり（補食）

★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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高ヶ坂ふたば保育園

【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。

× ○

× × ○ ○ ○

※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
ご覧下さい。

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 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　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

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。

高ヶ坂小学校、南成瀬小学校、南大谷小学校

昼寝用布団 園で用意 上下布団カバー、夏はタオルケット

毎週月～土　９：００～１７：００（行
事等により休みあり）

-

-

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

カラー帽子　１０２０円
通園バック　２７５０円
スモック　１３５０円
カードキー　３３０円
使用する物品は年齢によって異なります。（金額は変更の可能性あり）

開催頻度 年２回

持ち物に関する補足事項 カードキーは２枚目以降は購入となります。

★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

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 無料

補食はおにぎりやおせんべい等の軽食です。

お子さまのお誕生日の月の誕生会。月に１回避難訓練。その他日本の伝統行事を大切にしています。行事に関する補足事項

延長料金
１５分毎２５０円
事前申請により１ヶ月４，０００円

延長保育に関する補足事項

18:01～19:00

あり

成瀬くりの家保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 東香会 開設年月 2001年4月

保育短時間利用者の延長料金 １５分毎２５０円事前申請により１ヶ月４，０００円

合計

46

職員一人当たりの
平均経験年数

11 年

×

TEL 042-710-8177 FAX 042-710-8178 HP https://toukoukai.org/hoiku/kuri/

所在地 町田市成瀬1-5-1

園へのアクセス JR横浜線成瀬駅より神奈川中央交通ﾊﾞｽ

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

理念「いきいき」を保育の柱として、常に子どもの立場に立ち保育を展開しています。３つの特色のある園庭があります。園庭には季節の移り変わりや実りが楽し
め、おいしい給食が自慢です。思いきり遊んで、いっぱい食べます。くらしのリズムをからだで覚えながら、子どもが自由に、のびのびと育つことを支え、見守ってい
きます。子どもたちが、園に来て「しあわせ」と思える場所になれるように保育を展開していきます。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法月額6500円 土曜日別料金 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
1週間を目安に子どもに合わせて要相
談

第三者評価最終評価年度 2022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

100

異年齢保育 あり ２歳児より開始。活動、ねらいにあわせて多様に行っています。

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）

7:00～19:00 7:00～18:00

9 15 16 20 20 20

1 1 4 1 2 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

36

4
0台

（登降園には
使用可）

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式※ 七夕の集い 引き渡し訓練※ 子どもパーティー（発表会）※

ギャラリー（作品展）※遠足（１～５才）

保護者懇談会※ だいちぐみのわくわくデー（5歳） くりの市※ クラス懇談会※

個人面談※ 個人面談※ 卒園式※

節分の集い

保育参観※ ひなまつり

★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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成瀬くりの家保育園

【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

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。

× ×

○ × ○ ○ ○火～金　１０：００～１１：００

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

帽子９５０円

紙おむつ処理代（１ケ月１５０円）
シーツ２３００円
登園鞄３１００円（幼児から）
スモック１５００円（幼児から）
乳児ノート４００円

開催頻度
1年に4回
(保護者懇談会/4月・個人面談
/春と秋・クラス懇談会/2月)

持ち物に関する補足事項 ３～５歳水筒（夏のみ）

成瀬中央小学校・成瀬台小学校・南大谷小学校

昼寝用布団 園で用意 タオルケット（毛布）

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日(週1回･ｼｰﾂのみ)

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 生活管理指導表に基づいて可能な限り対応

宗教的配慮をした食事への対応 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　３．小麦　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

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 可

開催頻度 - 保護者会費 - その他補足 保護者の役員は無

○

定員

持ち物 園にお問い合わせください

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

１ヶ月前の指定日

紙おむつ持ち込み

園で廃棄（廃棄費用徴収あり）

※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・ＰａｙＰａｙ

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、事前に園に電話予約の上ご来園ください。
ふらっと事業、室内開放１０：００～１５：００、イベント多数あり。

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～金　１０：００～１５：００
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

１０人／０歳２人

料金 園にお問い合わせください

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

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 有料

補食はお菓子の軽食です

３．４．５歳児クラスに聖書集会・わかくさカフェ（特別おやつ）・クッキング・遠足・和太鼓・リトミック・４．５歳児英語あそび・５
歳児学校ごっこ・防災訓練・プール遊び

行事に関する補足事項

延長料金

満１歳以上児：１８：０１～１９：００までは３０分ごと６００円・月額申請
３，６００円
１歳未満児：１８：０１～１９：００までは３０分ごと７００円・月額申請
４，０００円

延長保育に関する補足事項

18:01～19:00

あり

町田わかくさ保育園本園

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 1979年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分６００円

合計

42

職員一人当たりの
平均経験年数

13 年

×

TEL 042-728-0288 FAX 042-728-0344 HP http://m-wakakusa.net/

所在地 町田市成瀬7-10-7

園へのアクセス JR横浜線成瀬駅徒歩10分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 しいのみひろば・会下山公園 0～5 送迎保育ステーション利用の有無

・広い園庭で四季を感じながらのびのび外遊び。大型遊具や大きな砂場で思う存分遊べます。
・和太鼓演奏を通じて豊かな感性を育みます。
・全園児１６５名の「わかくさ大家族」ですが、０～２歳児クラスは１５名ずつの保育・３～５歳児クラスは１７名および１８名の２グループ保育とし、細やかな配慮を心が
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6500円(月額) 現金支払い

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 無 慣らし保育等の目安 - 第三者評価最終評価年度 2020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

165

異年齢保育 あり 主に３歳児～朝夕保育毎日，土曜日全年齢

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

15 15 30 35 35 35

1 2 4 2 2 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

30

10 20

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園のつどい・親子登園・家庭訪問 (新入園児)※ プール開き 運動会※ 新年集会おもちつき

誕生会・保育参観(希望者)※ クリスマス会おみせやさんごっこ

懇談会(４月土曜日午後)※ 七夕 祝福式※ 懇談会(平日午後)※

イースター集会 ボディーペインティング 遊戯会※ 卒園式※

誕生会・保育参観(希望者)※

誕生会・保育参観(希望者)※ 誕生会・保育参観(希望者)※

★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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町田わかくさ保育園本園

【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。

× ×

○ ○ ○ ○ ○月～土曜日／９：００～１７：００

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

なし

クラスＴシャツ８５０円，体操着ズボン８７０円，３～５歳月刊誌毎月４００円前後

開催頻度 4月,2月

持ち物に関する補足事項 カードキー世帯２枚リース１００円／年．紛失時実費徴収・紙おむつ廃棄代１０円／日・定額制紙おむつ「手ぶら登園」業者提携あり

南第二小学校,南成瀬小学校,成瀬中央小学校

昼寝用布団 園で用意 ベットパッド,バスタオル,綿毛布（秋冬）

寝具類の持ち帰り頻度 毎週末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 町田市の「食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出し面談を実施

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　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 代替食を提供

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 不定期でクラス懇親会 保護者会費 あり その他補足 －

○

定員

持ち物
おしぼり・スタイ・着替え・紙おむつ・おしりふき・午睡用バスタオル２
枚・哺乳瓶と粉ミルク（ご希望で）

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、土曜日は応相談

３ヶ月前の１日～予約開始

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 マイ保育園登録は９：００～１６：００であればいつでもどうぞ。

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

１０人／０歳３人・１歳～７人

料金

１歳以上児：通常利用時間９：００～１７：００・３，０００円・そのうち４
時間利用１，５００円・１時間ごと４００円・時間外利用７：００～９：００
及び１７：００～１９：００は３０分６００円
１歳未満児：通常利用時間９：００～１７：００内１時間５００円・時間
外利用７：００～９：００及び１７：００～１９：００は３０分７００円
※おやつ５０円・昼食３００円・授乳１００円・園粉ミルク１回５０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 有料

補食はお菓子の軽食です

基本、本園での行事に一緒に参加・個人面談あり（期間は本園と同じ）行事に関する補足事項

延長料金
１８：０１～１９：００までは３０分ごと６００円
・月額申請３，６００円（本園で延長保育）

延長保育に関する補足事項

18:01～本園で保育

あり

町田わかくさ保育園（分園）

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 2015年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分６００円

合計

7

職員一人当たりの
平均経験年数

13 年

×

TEL 042-850-9593 FAX 042-850-9594 HP http://m-wakakusa.net/

所在地 町田市南成瀬1-8-7成和ﾋﾞﾙ1F

園へのアクセス JR横浜線成瀬駅徒歩3分

園庭の有無 無 活動で利用する主な公園等 南成瀬中央公園,原公園 1～5 送迎保育ステーション利用の有無

・１歳児１５名の家庭的な雰囲気の中で生活しています。
・近所のいろいろな公園や本園の園庭に遊びに行って、たくさん身体を動かします。
・１年の分園生活後、２歳児クラスから本園への登園となり、広い園庭でたくさんのお友だちと過ごします。

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 ※復帰日により応相談 第三者評価最終評価年度 2020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

15

異年齢保育 あり 本園との交流，イベント時，土曜日保育の時

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）

7:00～18:00 7:00～18:00

クラスなし 15 クラスなし クラスなし クラスなし クラスなし

0 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

7

3 5

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園のつどい・親子登園・家庭訪問※ 七夕 運動会※ 新年集会おもちつき※

クリスマス会※

懇談会(４月土曜日午後）※ ボディーペインティング 祝福式 懇談会(平日午後)※

おみせやさんごっこ プール遊び 遊戯会※

★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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町田わかくさ保育園（分園）

【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

なし

体操着ズボン８７０円（行事使用の際案内あり）

開催頻度 4月,2月

持ち物に関する補足事項
カードキー世帯２枚リース１００円／年．紛失時実費徴収・紙おむつ廃棄代１０円／日・定額制紙おむつ「手ぶら登園」業者
提携あり

２歳児からは町田わかくさ保育園（本園）に継続入園となります。

昼寝用布団 園で用意 ベットパッド・バスタオル・綿毛布（秋冬）

寝具類の持ち帰り頻度 毎週末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 町田市の「食物アレルギー疾患生活管理指導表」を提出し面談を実施

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　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 代替食あり

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 あり

開催頻度 不定期でクラス懇親会 保護者会費 あり その他補足 －

○

定員

持ち物
おしぼり・スタイ・着替え・紙おむつ・おしりふき・午睡用バスタオル２
枚・哺乳瓶と粉ミルク（ご希望で）

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～（離乳食終了している児）

月～金

３ヶ月前の１日～予約開始

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 マイ保育園登録は本園で行います。

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 不定期で実施

園との懇談会

一時保育

７人

料金
１歳以上児：通常利用時間９：００～１７：００・３，０００円・そのうち４
時間利用１，５００円・１時間ごと４００円・時間外利用７：００～９：００
及び１７：００～１８：００は３０分６００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

※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、お菓子等と麦茶

毎月：誕生会、避難訓練行事に関する補足事項

延長料金
１回の利用５００円
月額３，０００円限度

延長保育に関する補足事項

18:01～19:00

あり

成瀬南野保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 一穂会 開設年月 1983年4月

保育短時間利用者の延長料金 ５００円

合計

43

職員一人当たりの
平均経験年数

15 年

×

TEL 042-795-2101 FAX 042-796-3315 HP http://www.naruseminamino.jp

所在地 町田市成瀬が丘3-22-1

園へのアクセス JR横浜線成瀬駅より徒歩7分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等
成瀬が丘3丁目児童公園
原公園

200ｍ 送迎保育ステーション利用の有無

□自然との関わりや伝統行事等に参加することにより、自然や社会の事象についての興味や関心を育て、豊かな感性や心情を培っていきます。
□４・５歳児向けに専門講師によるＥＣＣ英語教室を実施しています。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法6,000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 あり 慣らし保育等の目安 1週間程度､要相談 第三者評価最終評価年度 2019年11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～　合同活動有り

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

9 10 12 15 17 17

9 13 2 3 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

15

2 2

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式※　　進級式 プール開き 引き渡し訓練※ どんど焼き

焼き芋会保育参加※

春の遠足 プール納め 運動会※ 豆まき会

大地沢野外調理 秋の遠足 お楽しみ会※

お別れ会

餅つき会 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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成瀬南野保育園

【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。

× ×

× × ○ ○ ×月～土曜日９：３０～１１：３０

-

-

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：４８０円ｏｒ８７０円（ＵＶガード付き）

体操着（Ｔシャツ）：１７５０円
体操着（パンツ）：１５５０円

開催頻度 年3回程度

持ち物に関する補足事項 布団カバー必要

南第四小学校、南成瀬小学校、 南第二小学校

昼寝用布団 園で用意 毛布、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

宗教的配慮をした食事への対応 不可

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 そば、ピーナッツ

完全除去可能なアレルギー品目
鶏卵　牛乳・乳製品　小麦　ソバ　ピーナッツ　大豆
ゴマ　ナッツ類　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）

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3回程度 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 -

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、事前に電話連絡

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

※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（卒園児のみ）※

遠足

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

進級・入園式（入園児のみ）※ 誕生会（誕生児のみ）※ 防災訓練※ 誕生会（誕生児のみ）※

保育参観※保育参観※

誕生会（誕生児のみ）※ 夏祭り※ 誕生会（誕生児のみ）※ 保育参観※

移動動物園※ 運動会※ おたのしみ会※

4 0 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

14

2 10～20

8:30～16:30

送迎スペース 駐車場 自転車 ベビーカー置き場 無

66

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

クラスなし 9 11 13 16 17

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
町田駅からﾊﾞｽ｢町谷原｣下車､徒歩7分
田園都市線｢南町田ｸﾞﾗﾝﾍﾞﾘｰﾊﾟｰｸ駅｣下車､徒歩15分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 西田峯山公園,仲良し広場 5～20 送迎保育ステーション利用の有無

日本の伝統行事や自然との関わり合いを積極的に取り入れています。子どもたちが主体となり、人との関わりの中で様々な経験が出来るよう心掛けています。　ま
た、広い園庭では思いきり身体を動かし遊んでいます。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法月額7200円 口座引き落とし

田園保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 つくし会 開設年月 1972年10月

保育短時間利用者の延長料金 ７：００～７：１５　１２００円　以降８：３０まで１５分毎にマイナス２００円 １６：３０～１６：４５　２００円　以降１８：００まで１５分毎にプラス２００円

合計

25

職員一人当たりの
平均経験年数

8 年

×

TEL 042-795-1081 FAX 042-795-1081 HP http://www.denenho.sakura.ne.jp/

所在地 町田市南町田3-1-1

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 無料

補食はお煎餅やクッキーなどの軽食を提供。

-行事に関する補足事項

延長料金
月額４０００円（１９：００まで）
月額契約者以外は１８：００～１８：１５　５００円、以降１９：００まで
１５分毎にプラス１００円

延長保育に関する補足事項

18:00～19:00

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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田園保育園

【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 特になし。

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 - 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 ソバ　ナッツ類

完全除去可能なアレルギー品目 要相談 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 保護者持ち帰り

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項 保護者の方に協力していただく場合があります。

南第一小学校、鶴間小学校、南つくし野小学校

昼寝用布団 園で用意 敷き布団シーツ、掛け布団カバー、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

体操着（シャツ　２５３０円　ズボン　２０９０円
（３歳児以上の希望者のみ）

延長料金（時間外料金）

開催頻度 年1回

持ち物に関する補足事項 特になし。

★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

５歳児お別れ遠足

卒園式※

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式※ 水遊び月間 引き取り訓練※ クラス懇談会※

おもちつき保育参加※

プレ保育 夏まつり ハッピースポーツフェスタ※ お楽しみ会※

クラス懇談会※ ５歳児お泊りキャンプ おいも堀り　虫歯予防教室 ５歳児小学校探検

0 1 1 0 2 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

28

10 20

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

116

異年齢保育 あり どの歳児でも各場面で関わりがあります。 ３歳児～５歳児は異年齢のグループで生活しています。

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

11 15 18 24 24 24

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週間 第三者評価最終評価年度 2021年11月

園へのアクセス 田園都市線南町田から徒歩8分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等
鶴間公園,鶴間橋児童公園,小
鶴橋公園

10～15 送迎保育ステーション利用の有無

子どもたちの主体性を尊重する保育を行っています。そのために保育者は、子ども自身が”愛されている実感”を持てるように関わります。五感をひらき、持つ力を
最大限に広げ、自分らしく生きる情緒豊かな子どもを育てたい、そのために”本物体験”もたくさん取り入れています。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法5,690円(月額) 電子決済

ハッピードリーム鶴間（本園）

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 龍美 開設年月 2010年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分毎に３００円、１８：０１以降は標準時間延長保育と同様

合計

33

職員一人当たりの
平均経験年数

9 年

×

TEL 042-796-3322 FAX 042-796-3328 HP http://ryobi.or.jp/index.html

所在地 町田市南町田4-22-7

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 有料

補食も手作りでデザート有りです。

-行事に関する補足事項

延長料金
月極め料金あり
スポットの場合１８：０１～１９：００まで６００円　１９：０１～２０分毎に
２００円　補食：無料　夕食：３００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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ハッピードリーム鶴間（本園）

【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 マイ保育園の登録をご希望の場合は、事前に園にご連絡をいただけると案内がスムーズです。

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
毎月第３金曜日午前中
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

各クラス２名まで

料金

９：００～１３：００まで１５００円／日
９：００～１７：００まで３０００円／日
（プレ保育時９：００～１１：００まで７００円／日）
ミルク・おやつ１食１００円　昼食３００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２～３枚程度、外履き靴、エプロン１枚、ビニール袋、お昼寝
用のバスタオル２枚、歯ブラシ・コップ、帽子、パジャマ

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

希望日の前月１日より受付

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 ナッツ類、ソバ、軟体類・貝類、（はちみつ）

完全除去可能なアレルギー品目 鶏卵、乳製品、小麦、魚卵、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 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 生活管理指導表の提出と面談、専用献立表の作成

鶴間小学校、南つくし野小学校、南第一小学校

昼寝用布団 園で用意 タオルケット

毎月第３金曜日イベント後

不可

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

カラー帽子８９０円　名札１３０円

毛布カバー１枚１９００円

開催頻度 半年に1回

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★
46



【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※ 水遊び月間 引き取り訓練※ クラス懇談会※

おもちつき保育参加※

プレ保育 夏まつり※ ハッピースポーツフェスタ※ お楽しみ会※

クラス懇談会※ おいも堀り　虫歯予防教室 進級を祝う会

0 1 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

14

5 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

26

異年齢保育 あり どの歳児でも各場面で関わりがあります。

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 10 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 あり 慣らし保育等の目安 2週間 第三者評価最終評価年度 2021年11月

園へのアクセス 田園都市線南町田から徒歩11分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等
くつろぎ公園、鶴間橋児童公
園

5～15 送迎保育ステーション利用の有無

子どもたちの主体性を尊重する保育を行っています。そのために保育者は、子ども自身が”愛されている実感”を持てるように関わります。五感をひらき、持つ力を
最大限に広げ、自分らしく生きる情緒豊かな子どもを育てたい、そのために”本物体験”もたくさん取り入れています。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法- -

ハッピードリーム鶴間（分園）ハッピーアネックス

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

保育短時間利用者の延長料金 ３０分毎に３００円、１８：０１以降は標準時間延長保育と同様

合計

20

職員一人当たりの
平均経験年数

9 年

×

TEL 042-850-6068 FAX 042-850-6069 HP http://ryobi.or.jp/

所在地 南町田4-16-31

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 有料

補食も手作りでデザート有りです。

-行事に関する補足事項

延長料金
月極め料金あり
スポットの場合１８：０１～１９：００まで６００円　１９：０１～２０分毎に
２００円　補食：無料　夕食：３００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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ハッピードリーム鶴間（分園）ハッピーアネックス

【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

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 本園にて実施しています。

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

-

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 ナッツ類、ソバ、軟体類・貝類、（はちみつ）

完全除去可能なアレルギー品目 鶏卵、乳製品、小麦、魚卵、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 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 生活管理指導表の提出と面談、専用献立表の作成

3歳児からは、ハッピードリーム鶴間保育園本園または南つくし野保育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

カラー帽子８９０円　名札１３０円

毛布カバー１枚１，９００円

開催頻度 半年に1回

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

5歳児お別れ遠足

おもちつき 卒園式

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式※ 夏まつり※ 防災引き取り訓練、プール納め お楽しみ会（2～5歳児）※

内科検診 歯科検診

出逢い保育 水遊び月間 親子会（0～1歳児）※ お楽しみ会（0～1歳児）※　全園児懇談会

５歳児お泊り保育 運動会（2～5歳児）※ ５歳児小学校探検

1 1 1 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

30

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

99

異年齢保育 あり ０歳児から開始。０．１と３，４，５異年齢合同クラス （２歳のみ単独クラス）

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 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 保護者の就労や子どもの様子で相談 第三者評価最終評価年度 2021年度

園へのアクセス 東急田園都市線 すずかけ台駅から徒歩12分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 つばき公園・やなぎ公園 5～10 送迎保育ステーション利用の有無

世界との繋がりがますます強くなっていく時代　これからは今までのように人から与えられた価値観やルールでものを考えるのではなく、社会がどのようにして変化
しても自らが自らの意思で考え必要なことを学びながら創造的に未来を創り出していくそんな子どもたちを龍美は育てていきたいと思っています。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法主食費 1190円 副食費 4500円  計5690円 Edyｶｰﾄﾞ または ﾓﾊﾞｲﾙSuica

南つくし野保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 龍美 開設年月 2005年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分３００円

合計

35

職員一人当たりの
平均経験年数

10 年

×

TEL 042-788-5228 FAX 042-788-5328 HP http://ryobi.or.jp/m-tsukushi/index.html

所在地 町田市南つくし野2-17-1

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 有料

補食はおにぎりと果物です。

毎月バースデー給食・とれたて野菜給食行事に関する補足事項

延長料金
１８：０１～１９：００まで６００円
１９：０１～２０：００までは２０分２００円
月額３，０００円から

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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南つくし野保育園

【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・第４金曜日
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

０・１歳各１名　２歳以上各１～２名

料金
４時間以内１５００円　４時間以上３０００円
その他昼食代３００円、おやつ代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２～３枚程度、外履き靴、エプロン１枚、ビニール袋、お昼寝
用のバスタオル２枚、歯ブラシ・コップ、帽子

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３ヶ月～

月～金

希望月の１ヶ月前から電話・来園にて受
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 不可

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 そば　ピーナッツ　ナッツ類　あわび　まつたけ　いくら　ゼラチン　キウイ

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

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。

南つくし野小学校、つくし野小学校、南第一小学校、鶴間小学校

昼寝用布団 園で用意 敷布団カバー・タオルケット

毎週月曜日～金曜日１０：００～１１：３
０

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

なし

帽子９００円、敷き布団、毛布カバー各１９００円

開催頻度 年2回(土曜日実施)

持ち物に関する補足事項 日中、活動する外靴を用意していただき、園の下駄箱に常時置いておきます。　

★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 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

延長保育の補食代は延長料金に含まれています。
補食は申請時間によって、せんべい・ビスケット等のおやつと、おにぎり、パン等の軽食に分かれます。

・毎月　お誕生日会　避難訓練　　幼児クラス対象「森へ行こう」　　・園外保育は適宜子どもの興味・関心の繋げて計画して
いく

行事に関する補足事項

延長料金
延長保育料　３０分１５０円　申請時間超過料金１２００円／回
一時間申請　上限３６００円　二時間申請７２００円

延長保育に関する補足事項

18:01～20:00

あり

レイモンド南町田保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 檸檬会 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

26

職員一人当たりの
平均経験年数

7 年

×

TEL 042-706-9641 FAX 042-706-9642 HP http://www.lemonkai.or.jp

所在地 町田市鶴間8丁目4-30 ｸﾚｲﾝﾄﾞﾋﾞﾙ1階

園へのアクセス 田園都市線南町田駅より徒歩5分

園庭の有無 無 活動で利用する主な公園等 やなぎ公園，小鶴橋公園 10～25 送迎保育ステーション利用の有無

私たちは保育を通じて”３つの心”を育てます　人・命を愛する心　自然とともに生きる心　創造（想像）する心

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法5,690円(月額) ｷｬｯｼｭﾚｽ決済(enpey)

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､保育時間を調整､要相談 第三者評価最終評価年度 2018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

60

異年齢保育 あり ３歳児～開始。日常的に異年齢保育

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 10 11 11 11 11

2 1 1 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

19

8 8

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園パーティー たなばた Sports Day 節分　

　個人面談全園児検診

端午の節句 夏祭り 全園児検診　 桃の節句

保護者懇談会 歯科検診 新年度入園説明会

年度末懇談会

お月見 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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レイモンド南町田保育園

【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。

× ×

× × ○ × ○-

-

-

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 年間2回

持ち物に関する補足事項  幼児クラスは水筒の準備をお願いしています。

鶴間小学校、南つくし野小学校

昼寝用布団 園で用意 タオルケット・コット用シーツ

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日(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 無

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 －

×

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 毎月１回土曜日にも子育て支援室の開放を行っています。（不定期）

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
９：３０～１２：３０

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

補食はおにぎり等の軽食です。

新型コロナ感染予防対策期間に開園したので、今後の状況を踏まえ検討していく。行事に関する補足事項

延長料金

１８：０１～１８：３０　単価１５０円　限度額１８００円
１８：０１～１９：００　単価３００円　限度額３６００円
１８：０１～１９：３０　単価４５０円　限度額５４００円
１８：０１～２０：００　単価６００円　限度額７２００円
補食　１食５０円　　夕食　１食２００円

延長保育に関する補足事項

18:01～20:00

あり

子どもの森南町田保育園

施設類型 認可保育園（私立） 設置運営 社会福祉法人 社会福祉法人　貴静会 開設年月 2021年4月

保育短時間利用者の延長料金

7：00∼8：29　　　単価450円　限度額5400円　　7：30∼8：29　　　単価300円　限度額3600円　　　8：00∼8：29　　　単価150円　限度額1800円
16：31∼17：00　単価150円　限度額1800円　　16：31∼17：30　単価300円　限度額3600円　　　16：31∼18：00　単価450円　限度額5400円
18：01∼18：30　単価150円　限度額1800円　　18：01∼19：00　単価300円　限度額3600円　　18：01∼19：30　単価450円　限度額5400円
18：01∼20：00　単価600円　限度額7200円

合計

29

職員一人当たりの
平均経験年数

8 年

×

TEL 042-850-6140 FAX 042-850-6141 HP https://www.minamimachida.net

所在地 町田市南町田4丁目29-12

園へのアクセス 東急田園都市線 南町田ｸﾞﾗﾝﾍﾞﾘｰﾊﾟｰｸ駅から徒歩5分程度

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等
鶴間公園、玄海田公園(バス利
用）

15～10
（バス利

用）
送迎保育ステーション利用の有無

１、いいあたま
　　子どもの依存心や情緒の安定を図る
２、やさしいこころ
　　友達を思いやる気持ちを持つ
３、じょうぶなからだ
　　生活リズムを大切にし、戸外に出て遊ぶ
４，がまんづよいこ
　　最後までやり遂げる力を養う

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 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 2023年受審予定

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

115

異年齢保育 あり 乳児幼児それぞれ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）

7:00～20:00 7:00～18:00

6 10 12 29 29 29

1 1 2 2 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

21

4 4

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 防災訓練 発表会

クリスマス会

親子プレーデー 七夕会 運動会 ひな祭り

個人面談 卒園式（卒園児のみ）

懇談会

★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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子どもの森南町田保育園

【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。

× ×

○ × ○ × ×-

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

無

開催頻度 半年に１回程度

持ち物に関する補足事項 記名の徹底

鶴間小学校。南つくし野小学校。南第一小学校

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 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 不可

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２枚
食事用エプロン（必要に応じて）

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歳児クラス～

月～金

希望日の前日までに１５時までに電話
受付

紙おむつ持ち込み

園で廃棄（廃棄費用徴収無）

※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 地域のニーズに応じて検討していく

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

６人

料金
１時間４００円　１日３０００円
給食２５０円　おやつ５０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

※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】

【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 －

-

毎月お誕生会、避難訓練、太陽とあそぼう（異年齢保育）があります。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

－

認定こども園　光幼稚園（２号児）

施設類型 認定こども園 設置運営 個人 佐藤光平 開設年月 2015年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分２００円

合計

32

職員一人当たりの
平均経験年数

11 年

×

TEL 042-796-1912

420

FAX 042-799-1076 HP http://www.n-hikariyouchien.ed.jp/

所在地 町田市金森3-41-1

園へのアクセス
町田駅･成瀬駅･つくし野駅からﾊﾞｽ｢南中学校前｣下車､徒歩8分
町田駅･南町田駅からﾊﾞｽ｢西田｣下車､徒歩0分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 西田峯山公園、定方寺公園 送迎保育ステーション利用の有無5分、100m

育てよう豊かな心とじょうぶなからだ
広い芝生の園庭から四季の移り変わりを肌で感じることができ、小鳥や昆虫が遊びに来る。３，０００㎡のちびっこ畑では一粒の種が芽を出し育て収穫するという自
然の神秘を体験します。

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 スマイル保育　11時降園3日間 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）

7:00～18:00 7:00～18:00

1号児とのかかわり あり

３歳児～開始。月１回、３，４，５歳児が交流する活動を行います。

教育時間（１４時まで）は、１号・２号同じクラスで活動をします。

50台　他にも行事の
際には臨時駐車場
あり

広く利用できま
す。

クラスなし クラスなし クラスなし 10 15 15 40

4 0 0 0 3 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

22

8:00～16:00

節分集会

交通安全指導 お泊り会（年長） 七五三祝い ひな祭り集会

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

遠足※ プール遊び 運動会※ 作品展

七夕集会 さつまいも掘り 大根の種まき・収穫 カリフラワー・ブロッコリー収穫こどもの日集会

南第一小学校、鶴間小学校、南つくし野小学校

じゃがいも掘り さつま芋苗植え 大根・インゲンの種まき・収穫 ブロッコリー・カリフラワーの 種まき・育苗 発表会 お別れ遠足（年長）

- - クリスマス会・おもちつき 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　光幼稚園（２号児）

【８．費用・持ち物について】

１食３２０円×日数

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。

× ×

× × × ○ ○

スポーツ教室（月額　７，１５０円）
サッカー教室（月額　７，１５０円）
英語教室（月額　６，６００円）

制服 あり

不定期

-

-

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

必要時案内

開催頻度 学期に１回

その他補足事項

昼寝用布団 園で用意 バスタオル（半日保育等で午睡をする場合のみ）

特定保育料

2,3号児の
送迎バスの利用

可 送迎バス代

１号児の運行時間に合わせて利用可
送迎バス利用の
補足事項

全園児乗車可能年齢１９００円／月（片道）

補助活動とその費用

上下一式　男児・女児　購入３０，０００円程度

給食費

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 保護者持ち帰り

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。

-

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 献立表を配布時にアレルゲンをお知らせ

完全除去可能なアレルギー品目 無 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

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 園庭開放 子育てひろば定期利用 学童一時預かり 電話相談

園との懇談会

一時保育

-

料金 -

保護者会 開催頻度 学期に１回、計３回 保護者会費 無 その他補足 年２回個人面談あり　保育相談（随時）

×

定員

施設整備費　３年保育：２５００円／月
２年保育：３０００円／月

※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

【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。

<<令和2年度卒園児 (10名以上) 進学先>> 町田市立南大谷小学校21名 町田市立第6小学校18名 町田市立高ヶ坂小学校10名													

保育参観 - お餅つき 修了式

- - - -

音楽会

園外保育 - クリスマス会 卒園式※

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園式※ 水のお祭り こども祭り 発表会

夏季保育 運動会進級式※

クラスなし クラスなし クラスなし 27 27 27 105

0 0 1 2 4 11
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

48

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

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

合同で行う活動があります。

教育時間は、１号児と合同で活動します。

53 30

こ　根気強く最後までやる子
う　運動の好きな元気な子
が　我慢強く思いやりのある子
さ　作業を進んでできる子
か　考えて行動する子

※上記の頭文字を取って「こうがさか」のよい子

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 2019年度

合計
(2,3号児)

総計
(1号児含）

HP http://kougasaka.ac.jp/

所在地 町田市高ヶ坂5-6-19

園へのアクセス 神奈中ﾊﾞｽ高ヶ坂団地ﾊﾞｽ停より徒歩3分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 芹ヶ谷公園 15 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

－

認定こども園　高ヶ坂幼稚園（2号児）

施設類型 認定こども園 設置運営 学校法人 矢口学園 開設年月 1963年4月

保育短時間利用者の延長料金 １時間１５０円

合計

66

職員一人当たりの
平均経験年数

12 年

×

TEL 042-728-0321

287

FAX 042-722-8626

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 －

-

-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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認定こども園　高ヶ坂幼稚園（2号児）

【８．費用・持ち物について】

食材料費　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】

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

持ち物

おしぼりタオル（ハンドタオル）２枚　／　ビニール袋２枚　／　紙オム
ツ５枚程度ｏｒ　トレーニングパンツ５枚　／着替え用の服２組程度
／　パジャマ１組　／　ひも付きお手拭きタオル１枚　／　上履き　／
上履き袋　／　手さげ袋

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

一般型一時預かり保育　：　２歳児

日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～
１月３日）を除く、全ての日

前月の１５日までに所定の用紙にてお
申し込み下さい。

紙おむつ持ち込み

園で廃棄（廃棄費用徴収無）

特別保育・子育て支援に関する補足事項 なし

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歳児以上：　９０人

料金 登録料年額６６，０００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 保護者役員はありません

○

定員

冷凍母乳の持ち込み 不可

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　／　いくら

完全除去可能なアレルギー品目
１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．甲殻類　４．軟体類・貝
類　５．魚卵　６．魚類　７．肉類　８．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

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 持ち帰り無

おむつの用意 － おむつ処理 －

エピペンの預かり 可

アレルギー対応に関する補足事項
保護者と栄養士・園長を交えて相談して対応しております。除去食での対応ですが、困難な場合にはご家庭より持参の代
替食等での対応をしております。

手提げ袋・上履き袋・コップ袋をご用意して頂きます。

昼寝用布団 園で用意 無

特定保育料

2,3号児の
送迎バスの利用

可 送迎バス代

教育時間に対応して運行します。
送迎バス利用の
補足事項

満３歳児クラスから乗車可能年齢
往復３，０００円／月
片道１，５００円／月

補助活動とその費用

男子３３，３１０円　／　女子３２，８７０円
（体操着代含む）

給食費

・施設整備費２，０００円
※なかよし保育園・一般型一時預かり保育に在籍して
いた方は必要ありません。
・教育充実費月額１，２００円（２号児）

・体操教室　月額８，０００円
・チアーリーデング　月額８，０００円
・ＥＣＣ英語教室　月額８，０００円
・ピアノ教室　月額８，０００円

制服 あり

一般型一時預かり保育利用者のみ
利用可能

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

保育用品（年少・年中・年長）
・３年保育新入園時　１５，７３０円
・２年保育新入園時　２３，３１０円
・１年保育新入園時　２７，３４０円

・卒園アルバム代　８，０００円（年長児）

開催頻度 -

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

【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

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

高ヶ坂なかよし保育園

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 2019年4月

保育短時間利用者の延長料金 １時間３００円

合計

20

職員一人当たりの
平均経験年数

13 年

×

TEL 042-728-1025 FAX 042-722-8626 HP http://www.kougasaka.ac.jp/

所在地 町田市高ヶ坂5-26-1

園へのアクセス JR横浜線や小田急線の町田駅からﾊﾞｽ｢高ヶ坂団地｣行きに乗車し､終点にて下車､徒歩2分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 高瀬第２公園 3 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- -

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 －

8:00～16:00

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 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

15

53 20

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)

修了式

クリスマスを祝う

★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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高ヶ坂なかよし保育園

【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。

× ×

○ × × × ×-

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

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。

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

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。

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
１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．甲殻類　４．軟体類・貝類
５．魚卵　６．魚類　７．肉類　８．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

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）

※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 園庭開放は連携園（認定こども園　高ヶ坂幼稚園）でおこなっています。

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

一般型定期預かり保育利用定員（１歳児９人，２歳児２４名）
一般型一時預かり保育利用定員（１歳児１８人，２歳児４７名）

料金 登録料年額５７，８００円（利用料を含む）

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

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代

無

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

成瀬なかよし保育園

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 2019年4月

保育短時間利用者の延長料金 １時間３００円

合計

4

職員一人当たりの
平均経験年数

12 年

×

TEL 042-860-7703 FAX 042-860-7706 HP http://www.kougasaka.ac.jp/

所在地 町田市南成瀬4-10-4

園へのアクセス JR横浜線 成瀬駅より徒歩8分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 会下山公園 3 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- -

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 －

8:00～16:00

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 0 1 0 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

＠

5 20

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)

修了式

クリスマスを祝う

★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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成瀬なかよし保育園

【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。

× ×

○ × × × ×-

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

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。

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

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。

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
１．鶏卵　２．牛乳・乳製品　３．甲殻類　４．軟体類・貝
類　５．魚卵　６．魚類　７．肉類　８．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

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）

※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 園庭開放は、連携園（認定こども園　高ヶ坂幼稚園）でおこなっています。

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

一般型一時預かり保育利用定員
１，２歳児４名

料金 登録料年額５７，８００円（利用料を含む）

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

卒園・おわかれ会

クリスマス会

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園のつどい プール開き 防災引き取り訓練 お餅つき

祝福式

新入園児親子登園 七夕 おみせやさんごっこ お楽しみ会

懇談会 うんどうかい 懇談会

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

9

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

17

異年齢保育 あり １・２歳児、日常生活の中で行っている

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 8 9 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 保護者の方の仕事復帰の時期によって 第三者評価最終評価年度 2020年11月

園へのアクセス JR横浜線成瀬駅徒歩3分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等
みどり児童公園、成瀬中央公園、小川かえで
公園、天神原公園、会下山公園、成瀬が丘3丁
目公園、つくし野貝がら公園、長津田検車区

5～30 送迎保育ステーション利用の有無

地域の子ども・保育園の子ども達の「ゆりかご」となり、心身ともに健やかで、個性を伸ばすことの出来る人格の基礎つくりをめざします。
１、丈夫で逞しい快と体を育てる
２、自主性、創造性のある子を育てる
３、人が大好きなあたたかい子を育てる

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法- 現金徴収

わかくさのおうち

施設類型 小規模保育園 設置運営 社会福祉法人 揺籃会 開設年月 2017年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分６００円

合計

10

職員一人当たりの
平均経験年数

12 年

×

TEL 042-812-4394 FAX 042-812-4394 HP https://wakakusa-ouchi.jimdofree.com/

所在地 町田市成瀬が丘2-23-14

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 無料

補食はおせんべい、ビスケット等の軽食とお茶や野菜ジュースです

毎月誕生会、避難訓練、年２回全園児健診、年１回歯科検診行事に関する補足事項

延長料金
月額　３６００円
１８：０１～１８：３０　３０分６００円
１８：３１～１９：００　３０分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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わかくさのおうち

【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 公園で「いっしょにあそぼう」を開催中。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 - 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．そば　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　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

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。

3歳児からは近隣の認可保育所等に継続入園となります。入園先は各園の受け入れ状況等により決定いたします。 連携先は町田わかくさ保育園

昼寝用布団 園で用意 ベットパット、タオルケット、毛布（冬場）

-

-

-

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

特になし

特になし

開催頻度 4月と2月

持ち物に関する補足事項 特になし

★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

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園の日(該当児と保護者) 水遊び 防災訓練 もりのこフェスタ

懇談会 親子ふれあい遊び お別れ会

クリスマス会

5 1 2 1 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

右側3 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

19

異年齢保育 あり １歳児～開始。１，２歳児交流保育を行う時間あり

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

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 あり 慣らし保育等の目安
1週間､徐々に保育時間を伸ばしていき
ます｡

第三者評価最終評価年度 －

園へのアクセス 東急田園都市線南町田ｸﾞﾗﾝﾍﾞﾘｰﾊﾟｰｸより徒歩2分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 鶴間公園 10 送迎保育ステーション利用の有無

いいあたま、やさしいこころ、じょうぶなからだ、がまんづよいこの４つの約束を基に想像力を養い個性を伸ばし、社会生活の基盤を身に付けた明るい思いやりのあ
る子となることを願って保育をしていきます。小規模保育園ならではの家庭的で暖かい雰囲気の中で、子ども一人ひとりを大切にし発達に合わせた保育を行い、保
護者に寄り添い、地域との交流を大切にしていく保育を目指します。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法- -

もりのこ第一保育園

施設類型 小規模保育園 設置運営 社会福祉法人 貴静会 開設年月 2019年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分１５０円

合計

16

職員一人当たりの
平均経験年数

6 年

×

TEL 042-850-6010 FAX 042-850-6011 HP http://www morinoko.org

所在地 町田市鶴間1-16-1

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。

誕生会・避難訓練な毎月実施行事に関する補足事項

延長料金 上限３６００円　１８：０１～１９：００　　３０分１５０円　補食一食５０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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もりのこ第一保育園

【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 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 - 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 あり

原則給食で提供を避けているアレルギー品目
１．鶏卵　２．小麦　３．牛乳　４．乳製品　５．ピーナッツ　６．キウイ　７、ソバ　８，ナッツ類　９，甲殻類　１０，貝類
１１，魚卵

完全除去可能なアレルギー品目 １１ 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 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表を提出していただきます。

3歳児からは、連携園の子どもの森南町田保育園、こびとのもり保育園、もりのおがわ保育園で引き続き保育を受けることができます。 

昼寝用布団 保護者持ち込み タオルケット(夏)

-

-

-

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 半年に１回

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

春（4－6月） 夏（7－8月） 秋（9－12月） 冬（1－3月）

入園の日該当児と保護者) 水遊び 防災訓練※ もりのこフェスタ

懇談会 親子ふれあい遊び お別れ会

クリスマス会

0 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

0

左側3 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

19

異年齢保育 あり １歳児～開始。１，２歳児交流保育を行う時間あり

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 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 あり 慣らし保育等の目安
1週間
徐々に保育時間を伸ばしていきます

第三者評価最終評価年度 －

園へのアクセス 東急田園都市線南町田ｸﾞﾗﾝﾍﾞﾘｰﾊﾟｰｸ駅より徒歩2分

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 鶴間公園(秋から利用可) 10 送迎保育ステーション利用の有無

いいあたま、やさしいこころ、じょうぶなからだ、がまんづよいこの４つの約束を基に想像力養い個性を伸ばし、社会生活の基盤を身に付けた明るい思いやりのある
子となることを願って保育をしていきます。小規模保育園ならではの家庭的で暖かい雰囲気の中で、子ども一人ひとりを大切にし発達に合わせた保育を行い、保護
者に寄り添い、地域との交流を大切にしていく保育を大切にしていく保育を目指します。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法- -

もりのこ第二保育園

施設類型 小規模保育園 設置運営 社会福祉法人 貴静会 開設年月 2019年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分１５０円

合計

0

職員一人当たりの
平均経験年数

12 年

×

TEL 042-850-6010 FAX 042-850-6011 HP https://www.morinoko.org/year

所在地 町田市鶴間1-16-1

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。

-行事に関する補足事項

延長料金 上限　３６００円　１８：０１～１９：００　３０分１５０円　補食一食５０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★
67



もりのこ第二保育園

【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 後払い

支払方法 園に直接支払い

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

１歳　２人　２歳　２人

料金 １時間４００円／１日３０００円／給食費２００円／おやつ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／昼寝用タオルケット／食事用エプロン／口拭きタ
オル／避難用靴／

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・２歳以上

月～金、土曜は要相談

利用日の２週間前に登録。園に来園又
は電話

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  あり

原則給食で提供を避けているアレルギー品目 １．鶏卵　２小麦　３牛乳　４乳製品　５．ピーナッツ　６．キウイ　　７，ソバ　８，ナッツ類　９，甲殻類　１０，貝類　１１，魚卵

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※ 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 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 町田市保育主節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、連携園の子どもの森南町田保育園で引き続き保育を受けることができます。 

昼寝用布団 園で用意 タオルケット(夏)

-

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

無

開催頻度 半年に１回

持ち物に関する補足事項 タオルケット（夏）

★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）

4月　入園式（該当児と保護者2名）※ 沐浴・水遊び ９月　総合防災訓練※ ２月　発表会※

９月　運動会※ ３月　お別れ会

4 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 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歳児から開始。１，２歳児交流保育を行う時間あり

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

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 ー

園へのアクセス 東急田園都市線南町田ｸﾞﾗﾝﾍﾞﾘｰﾊﾟｰｸ駅より徒歩1分

園庭の有無 無 活動で利用する主な公園等 鶴間公園 5 送迎保育ステーション利用の有無

・も最も居心地の良い保育園・り理念に基づいた保育園・ののびのびと一人ひとりに寄り添う保育園・おうちの人と一緒に育んでいく保育園です・４つの約束を元に、
創造力を養い、個性を伸ばし併せて社会生活の基礎を身に付けた、明るい思いやりのある子となることを願って保育しています
・子ども一人ひとりを大切にし、保護者からも地域からも信頼される保育園を目指します
・全職員で全ての子どもたちを育てます

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法ｰ -

もりのおうち

施設類型 小規模保育園 設置運営 社会福祉法人 貴静会 開設年月 2022年4月

保育短時間利用者の延長料金

合計

12

職員一人当たりの
平均経験年数

ー 年

×

TEL 042-706-8166 FAX 042-706-8161 HP http://www.morinoouchi.info

所在地 町田市鶴間1-16-8 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

補食は小おにぎり等の軽食です。

誕生会・避難訓練は毎月実施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

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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もりのおうち

【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 ー

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 - 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 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

完全除去可能なアレルギー品目
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

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 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表を提出していただきます。

子どもの森南町田保育園、もりのおがわ保育園、こびとのもり保育園のいずれかに継続して在園

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

無

無

開催頻度 半年に1回

持ち物に関する補足事項 手拭き、口拭きタオル、食事用エプロンの持参はなく保育園で用意します。

★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 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

補食はパンやビスケット等の軽食です。

※印は保護者参加行事です。行事に関する補足事項

延長料金
３０分３００円
補食　１食５０円

延長保育に関する補足事項

保育短時間～19:00

あり

成瀬フェリシア保育園

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

保育短時間利用者の延長料金 ３０分３００円

合計

11

職員一人当たりの
平均経験年数

9 年

×

TEL 042-860-7581 FAX 042-860-7582 HP https://nursery.felicia.ed.jp/

所在地 町田市南成瀬5-1-12 SKﾋﾞﾙ 1F

園へのアクセス JR横浜線成瀬駅から徒歩3分

園庭の有無 無 活動で利用する主な公園等 堂之坂公苑、南成瀬中央公園 3 送迎保育ステーション利用の有無

成瀬フェリシア保育園では一人一人が個人の発達段階を踏まえて豊かな生活を送ることができるよう、保育方針に従って、「自らを花開かせる」長い旅路の第一歩
を踏み出す子どもたちの支えとなることを目的とする。

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 あり 慣らし保育等の目安 2週間 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歳児から開始

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）

7:30～19:00 7:30～18:30

3 8 8 クラスなし クラスなし クラスなし

1 1 0 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

7

2 あり

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 防災訓練※ 豆まき

プール遊び 運動会※ ひな祭り

夏祭り クリスマス会 修了式※

★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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成瀬フェリシア保育園

【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

レンタル布おむつ代　（月額）
４，５００円（税別）

無

開催頻度 年２回程度

持ち物に関する補足事項 クラスカラー帽子は園で用意（貸出）

3歳児からは、認定こども園フェリシア幼稚園フェリシアこども短期大学附属、町田南保育園のいずれかに継続入園となります。 

昼寝用布団 園で用意
お昼寝用マットカバー
上掛け用バスタオル

寝具類の持ち帰り頻度 毎週金曜日(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 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　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
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）

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

※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）※ 七夕集会 ハロウィン集会 お正月集会

子どもの日集会 水遊び 緊急引き取り訓練※（降園時に実施） 節分集会

クリスマス集会 ひなまつり集会

0 0 2 2 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

9

2 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歳児～。１・２歳児合同で過ごすことがあります。

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

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 あり 慣らし保育等の目安
約2週間､お迎え時間を徐々に延ばして
いく(応相談)

第三者評価最終評価年度 未受診

園へのアクセス 南町田駅より徒歩5分

園庭の有無 無 活動で利用する主な公園等
鶴間公園、小鶴橋公園、つば
き公園

10～20 送迎保育ステーション利用の有無

ＫＢＣほいくえんは「社会につながる保育園」
一人ひとりの個性を大切に伸ばして、将来の子どもが切り開く「未来の社会」へとつなげていきます。そのために、子どもの意欲や行動を引き出し、プロセスを褒め
て、さらなる自発性と自己肯定感を養うアプローチで「ポジティブな保育」を実践していきます。

給食費（３歳児クラス～5歳児クラス） 支払い方法対象外 口座引き落とし

KBCほいくえん南町田ＡＬＩＶＥ

施設類型 小規模保育園 設置運営 営利法人（株式会社等） 株式会社東急キッズベースキャンプ 開設年月 2021年4月

保育短時間利用者の延長料金 ３０分１５０円

合計

15

職員一人当たりの
平均経験年数

－ 年

×

TEL 042-850-6203 FAX 042-850-6204 HP https://www.kbc-hoikuen.com/location/minamimachida_alive/

所在地 町田市南町田5-4-10 ALIVE1F

延長保育

保育時間

食事・おやつの提供

食事・おやつ代 無料

補食はおにぎり等の軽食です

-行事に関する補足事項

延長料金
（標）１８：０１～１９：００　３０分１５０円　月額　上限３６００円
（短）７：００～８：２９／１６：３１～１９：００　３０分１５０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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KBCほいくえん南町田ＡＬＩＶＥ

【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 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 - 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　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　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　等　　※応相談

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 園指定の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。 医療機関の生活管理指導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。

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
園指定の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。
医療機関の生活管理指導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。

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

コットシーツ１６５０円（全学年）／カラー帽子４７４円（全学年）／クレヨン４０５円（２歳児）／ねんどセット１０１０円（２歳児）／
自由画帳３７０円（２歳児）／保険料２１０円（全学年）※全て税込価格

無

開催頻度 半年に1回

持ち物に関する補足事項 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】

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」提示。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

夏には蚊よけグッズをお持ちください

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 程度にもよるので要相談 代替品の提供 程度にもよるので要相談

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 無

行事に関する補足事項 お誕生日にはお誕生会と合わせてプレゼントもご用意しています。

昼寝用布団 園で用意 無

寝具類の持ち帰り頻度 -

親睦会※ 保育参観※ ママのパーティー ひな祭り

春の遠足 - 花咲フェス お別れ遠足※

子供の日 プール クリスマス バレンタイン

家族の日(父の日母の日） 流しそうめん 秋の紅葉狩り遠足 節分

春（４－６月） 夏（７－８月） 秋（９－１２月） 冬（１－３月）

イースター 七夕 ハロウィン 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

5 2 4 0 0 1 1 19
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 高ヶ坂保育園 月～日 １６：３０～２２：００

送迎スペース 駐車場 1～2 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。

かしのき山に隣接した40坪の芝生の園庭を増設しました。溢れるほどの緑の中、お日様や風をたっぷり浴びて子ども達はスロー保育を楽しんでいます。季節のパー
ティーやお誕生会、各種調理実習、ネイティブによる英語教室、パネルシアターやペープサート、車による園外保育と楽しい活動が盛り沢山。個々のご家庭のニー
ズに合わせたきめ細やかな対応が可能で、専属の子育てアドバイザーとして心を込めてご家族に寄り添います。家族サイズの縦割り保育は低年齢児には最適で、
みんな兄弟のように仲良く育ち、病気が少ないのも特徴の一つです。また年に一度の花咲フェスは5施設合同参加で実施、素敵な思い出作りになると好評です。ぜ
ひ一度ご見学を‼

定員数 開園時間 連携保育所 問い合わせ可能時間

TEL 042-720-5235 042-720-5235 HP 無

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

所在地
町田市高ヶ坂
※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 高ヶ坂団地バス停より10分弱

園庭の有無 あり 活動で利用する主な公園等 高瀬第３公園、かしのき山自然公園、芹が谷公園 徒歩 5～10

スナグル・ポット保育ルーム

施設類型 家庭的保育者（保育ママ） 保育者氏名 上崎さかえ 保有資格 保育士、教員、調理師 開設年月 2002年2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】

野いちご保育室　

施設類型 家庭的保育者（保育ママ） 保育者氏名 岡部　恵子 保有資格 保育士・幼稚園教諭 開設年月 2014年10月

所在地
町田市南町田
※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 田園都市線　南町田駅から徒歩7分

園庭の有無 無 活動で利用する主な公園等 小鶴橋公園・鶴間公園・まんまる砂場公園 徒歩 5～15

★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。

　小さなお子様をお預かりするので、無理なく子ども達の"○○したい"気持ちをスムーズに取り入れ、子ども達に寄り添い笑顔いっぱいの保育室を目指しています。
　健全で安全な環境で、それぞれの子どものペースにあわせて心が豊かになれる保育を行っています。
　春夏秋冬の季節を感じられる行事を取り入れ、０、１、２歳がとりくめる製作を楽しみ、お母様に子ども達の成長をお届けします。そして子どもたちの声を全部ひろっていきたいです。
　お忙しいお母様とのコミュニケーションを大切にして、ゆったり穏やかな保育室になれるよう心掛けます。

定員数 開園時間 連携保育所 問い合わせ可能時間

TEL 042-850-6343 042-850-6343 HP https://ameblo.jp/wild-strawberry1001

入園時の慣らし保育等の有無 あり 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 －

調理員 その他

年

5 8:00～16:00 ハッピードリーム鶴間 平日 ８：００～１６：００

送迎スペース 駐車場 1 自転車 ベビーカー置き場 あり

春（４－６月） 夏（７－８月） 秋（９－１２月） 冬（１－３月）

入園式※ 七夕まつり 芋ほり※ 節分

職員数内訳
（兼任含む）

職員一人当たりの
平均勤続年数

4 2 2 0 0 1 0 7
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

- - 健康診断 お別れ会(卒園式)※

- - - -

健康診断 水遊び ハローウィン※ お雛祭り

- プール遊び クリスマス会※ お別れ遠足※

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 無

行事に関する補足事項 -

昼寝用布団 園で用意 シーツ・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）

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

ミルクはいつも使っている物を持ってきて頂きます

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 不可
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