
●旭が丘・東平山 ※令和４年４月 在籍可能人数は、空き情報ではありません。

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

1 S49.5.1 あり あり なし ３台

電話

581-7676 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

100 6 13 18 23 28 28

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

2 S41.4.1 あり あり なし 3台

電話

581－9225 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

100 ― 10 12 24 28 30

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

3 H13.4.1 なし あり あり なし

電話

587－6601 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

29 5 5 5 5 5 5

延長保育料
1歳になる月から利用可
【8H利用】7:00～9:00、17:00～18:00　1回各200円　月額各500円
【8H、11H利用】18:00～19:00　1回700円　月額2,500円

備考
・土曜日は、吹上多摩平保育園で合同保育を行います。
・旭が丘小学校の東隣り、0～5歳児まで29名の小規模な保育園です。

最寄駅(所要時間) 豊田駅徒歩25分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～19:00 7:00～9:00　17:00～19:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

旭が丘５－２０－３ 合計

30

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～19:00 7:00～9:00　17:00～19:00

施設名 区分 設置主体

吹上保育園旭が丘分園 私立保育所 (福)吹上会

延長保育料
【8H利用】7:00～9:00、17:00～18:00　1回各200円　月額各500円
【8H、11H利用】18:00～19:00　1回700円　月額2,500円

備考 ・浅川に近く緑の多い自然豊かな保育園です。

最寄駅(所要時間) 平山城址公園駅徒歩7分

延長保育料
 1歳になる月から利用可
【8H利用】7:00～9:00、17:00～18:00　1回各200円　月額各500円
【8H、11H利用】18:00～19:00　1回700円　月額2,500円

備考

・第七幼稚園と「あさひがおか幼児園」として同じカリキュラムで保育
  (活動) を行っています。
・築山のある広い園庭と緑豊かな自然の中で友だちといろいろな経験を
　共有し育ち合います。第七幼稚園と交流します。

豊田駅徒歩２５分最寄駅(所要時間)

施設名 区分 設置主体

ひらやま保育園 市立保育所 日野市

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

東平山1－7－13 合計

104

延長時間 18:00～19:00 7:00～9:00　17:00～19:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

旭が丘2-42-1 合計

116

施設名 区分 設置主体

あさひがおか保育園 市立保育所 日野市

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

あさひがおか保育園

ひらやま保育園

吹上保育園

旭が丘分園

市立

日野第四中学校

東京都立大学

日野キャンパス

市立

旭が丘小学校
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●多摩平 ※令和４年４月 在籍可能人数は、空き情報ではありません。

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

4 H22.4.1 なし なし なし なし

電話

587－0908 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

20 ― 10 10 ― ― ―

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

5 H13.12.1 なし あり なし 5台

電話

582－8861 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

90 15 15 15 15 15 15

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

6 H30.4.1 なし あり ３歳以上 10台

電話

843－2567 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

120 10 22 22 22 22 22

延長保育料
※満1歳から利用可
【8H利用】7:00～9:00　17:01～18:00　200円/１時間
【8H、11H利用】18:01～20:00　500円/1時間　※最大料金の設定あり

備考
・豊かな自然の中で、様々な体験を通し、明るく強くのびのびとした
　豊かな人格形成を目指す保育を心掛けています。

最寄駅(所要時間) 豊田駅徒歩8分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:01～20:00 7:00～9:00　17:01～20:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

多摩平２－８－５ 合計

120

施設名 区分 設置主体

栄光多摩平の森保育園 私立保育所 (福)栄光会

延長保育料
 満1歳以上から
 30分　300円　１時間600円　月上限　5,000円

備考
・ゆったりとした温かい雰囲気の中で一人一人を大切に丁寧な保育を
　目指す、小児科医が運営に関わり子どもたちと親密にふれあってい
　る園です。

最寄駅(所要時間) 豊田駅徒歩5分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～20:00 7:00～9:00　17:00～20:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

多摩平１－８－２ 合計

90

施設名 区分 設置主体

ひよこハウス多摩平 私立保育所 (福)大家族

延長保育料
【8H利用】7:00～9:00　17:01～18:00　200円/１時間
【8H、11H利用】18:01～20:00　500円/1時間　※最大料金の設定あり

備考
・3歳からは、栄光多摩平中央保育園に進級します。
・JR豊田駅1分。少人数の保育園です。家庭的な雰囲気を心がけ保育を
   します。

最寄駅(所要時間) 豊田駅徒歩1分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:01～20:00 7:00～9:00　17:01～20:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

多摩平１－２－１ 合計

20

施設名 区分 設置主体

栄光豊田駅前保育園 私立保育所 (福)栄光会

ひよこハウス多摩平

栄光多摩平の森保育園

イオンモール

多摩平の森

栄光豊田駅前保育園
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●多摩平 ※令和４年４月 在籍可能人数は、空き情報ではありません。

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

7 H29.4.1 なし あり 3歳以上 ５台

電話

843－4160 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

130 10 18 18 28 28 28

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

8 R4.4.1 なし あり 3歳以上 5台

電話

581－0004 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

122 ― 15 18 29 30 30

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

9 H20.4.1 なし あり あり 10台

電話

582－3755 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

120 6 10 12 30 31 31

延長保育料
1歳になる月から利用可
【8H利用】7:00～9:00、17:00～18:00　1回各200円　月額各500円
【8H、11H利用】18:00～20:00　1回700円　月額2,500円

備考
・土曜日は、吹上会所属の全園にて合同保育を行います。
・０歳～５歳児まで120名の家庭的な雰囲気で、兄弟のように過ごして
   います。

最寄駅(所要時間) 豊田駅徒歩15分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～20:00 7:00～9:00　17:00～20:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

多摩平６－１－２ 合計

120

施設名 区分 設置主体

吹上多摩平保育園 私立保育所 (福)吹上会

延長保育料
※満1歳から利用可
【8H利用】7:00～9:00　17:01～18:00　200円/１時間
【8H、11H利用】18:01～20:00　500円/1時間　※最大料金の設定あり

備考

・駐車場は送迎のみで駐車できません。
・「次世代に担う子どもは未来の宝」子どもたち一人一人に寄り添い、
　　楽しい保育を進めています。笑顔いっぱいの保育園です。

最寄駅(所要時間) 豊田駅徒歩10分

備考
・令和4年度より民間委託になり、日野市立たまだいら保育園から社会
　福祉法人栄光会栄光たまだいら保育園と名称が変わります。
・延長保育時間は、19:00から20:00までと変更になります。

最寄駅(所要時間) 豊田駅徒歩10分

施設名 区分 設置主体

(仮称)栄光たまだいら保育園 私立保育所

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:01～20:00 7:00～9:00　17:01～20:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

多摩平3－1－15 合計

130

施設名 区分 設置主体

栄光多摩平中央保育園 私立保育所 (福)栄光会

多摩平４－４－２ 合計

122

(福)栄光会

延長保育料

【8H利用】単発 7:00～9:00　17:01～18:00　200円/１時間
　　　　　  月極 17:01～18:00　500円/1時間18:01～19:00　500円/4回以上
　　　　　　　　19:01～20:00　700円/3回まで　4回以上2500円
【8H、11H利用】単発18:01～１９:00　７００円/1時間
　　　　　　　　　月極18:01～１９:00　２５００円
　　　　　　月極・単発共に19:01～20:00　700円/3回まで　4回以上2500円　　※Ｐ26参照

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:01～20:00 7:00～9:00　17:01～20:00

(仮称)栄光たまだいら保育園

栄光多摩平中央保育園

吹上多摩平保育園

多摩平第一公園

多摩平第一公園

イオンモール

多摩平の森

市立

日野第二中学校
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●神明・豊田 ※令和４年４月 在籍可能人数は、空き情報ではありません。

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

10 R1.5.1 なし あり なし 10台

電話

589-7711 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

152 15 26 27 28 28 28

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

11 H22.4.1 なし あり なし ７台

電話

582－5177 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

100 9 15 18 20 20 20

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

12 H17.4.1 なし あり あり なし

電話

581-0121 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

24 6 9 9 ― ― ―

延長保育料
1歳になる月から利用可
【8H利用】7:00～9:00、17:00～18:00　1回各200円　月額各500円
【8H、11H利用】18:00～19:00　1回700円　月額2,500円

備考

・土曜日は吹上多摩平保育園で合同保育を行います。
・3歳からは吹上多摩平保育園へ進級となります。
・豊田駅南口の近くにある０～２歳児まで、２４名の小規模な保育園
　です。

最寄駅(所要時間) 豊田駅徒歩4分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～19:00 7:00～9:00　17:00～19:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

豊田3－30－6 合計

24

施設名 区分 設置主体

吹上多摩平保育園豊田分園 私立保育所 (福)吹上会

延長保育料

1歳になる月から　一か月5,000円
【8H利用】7:00～9:00/17:00～18:00　30分毎100円
【8H、11H利用】18:01～18:30 　300円
　　　　　　　　　　　　～19:00 　700円
　　　　　　　　　　　　～20:00 　1,300円

備考
※駐車場１台は身障者用
・広い園庭と自然豊かな環境の中で、元気にのびのびと育つことを大切
　にしています。

最寄駅(所要時間) 豊田駅徒歩10分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～20:00 7:00～9:00　17:00～20:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

豊田１－１８－５ 合計

102

施設名 区分 設置主体

芝原保育園 私立保育所 (福)ねぐるみ会

延長保育料

満1歳の誕生月の次の月から利用可
【8時間利用】7:15～8:45、16:45～18:15　100円／15分毎
【8時間利用・11時間利用】19:15まで（1時間利用）1回600円、おやつ代50円
　　　　　　　　　 　　　　20:15まで（2時間利用）1回1,200円、軽食代200円
※月極利用：1時間月極利用　3,000円　別途おやつ代50円×喫食回数
　　　　　　2時間月極利用　6,000円　別途軽食代200円×喫食回数

備考
・実践女子学園のグランドの一部にあり、雄大なロケーションを背景
　に、一人ひとりの育ちに寄り添った保育を実践してまいります。

最寄駅(所要時間) 日野駅徒歩16分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:15～18:15 8:45～16:45

延長時間 18:15～20:15 7:15～8:45　16:45～20:15

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

神明1－13ー2 合計

152

施設名 区分 設置主体

わらべ日野市役所東保育園 私立保育所 (福)清心福祉会

吹上多摩平保育園

豊田分園

日野中央公園

わらべ日野市役所東保育園

◎月極利用は要申請手続

芝原保育園
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●豊田・東豊田・東平山 ※令和４年４月 在籍可能人数は、空き情報ではありません。

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

13 H30.4.1 なし あり なし 10台

電話

581－3451 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

118 ― 16 24 26 26 26

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

14 S46.12.1 なし あり あり 3台

電話

583－7648 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

31 9 10 12 ― ― ―

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

15 H15.11.1 なし あり なし 4台

電話

585－7069 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

90 12 18 18 18 19 19

延長保育料
 満1歳以上から
 30分　300円　１時間600円　月上限　5,000円

備考
・一人一人を大切に丁寧な保育を目指します。併設の老人施設と
   交流をし、お年寄りとのふれ合いを深め、優しく思いやりのある
　子どもを育てます。

最寄駅(所要時間) 豊田駅徒歩8分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～20:00 7:00～9:00　17:00～20:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

東平山3－1－1 合計

104

施設名 区分 設置主体

ひよこハウス豊田 私立保育所 (福)大家族

延長保育料
1歳になる月から利用可
【8H利用】7:00～9:00、17:00～18:00　1回各200円　月額各500円
【8H、11H利用】18:00～19:00　1回700円　月額2,500円

備考
・土曜日は吹上多摩平保育園で合同保育を行います。
・3歳からは吹上多摩平保育園へ進級となります。
・黒川清流公園の南隣0～２歳児まで、３１名の小規模保育園です。

最寄駅(所要時間) 豊田駅徒歩10分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～19:00 7:00～9:00　17:00～19:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

東豊田3－12－7 合計

31

施設名 区分 設置主体

吹上保育園 私立保育所 (福)吹上会

延長保育料

　一か月2,500円
【8H利用】7:00～9:00/17:00～18:00　30分毎100円
【8H、11H利用】18:01～18:30　300円
                                      ～19:00 　700円

備考
・豊田駅近くにあり、緑豊かな保育園です。園生活の中で友達と一緒に
　のびのび育ち合います。

最寄駅(所要時間) 豊田駅徒歩5分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～19:00 7:00～9:00　17:00～19:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

豊田4－10－3 合計

118

施設名 区分 設置主体

豊田保育園 私立保育所 (福)ねぐるみ会

豊田保育園

吹上保育園

ひよこハウス豊田
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●多摩平・東豊田 ※令和４年４月 在籍可能人数は、空き情報ではありません。

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

16 H20.4.1 あり あり なし 10台

電話

581－0436 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

18 ― ― ― 6 6 6

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

17 H29.4.1 なし なし なし 10台

電話

843－1875 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

12 ― 6 6 ― ― ―

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

18 H31.4.1 なし なし なし 幼稚園と併用

電話

843－2834 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

19 ― 9 10 ― ― ―

延長保育料
【11Ｈ利用】　18:00～19:00 15分あたり150円
【8Ｈ利用】　7:00～9:00、17:00～19:00　15分あたり150円

備考

・保育料とは別に上乗せ徴収があります(Ｐ18参照)。
・土曜保育は実施しておりません。
・3歳からは日野ふたば幼稚園が進級先となります。
・敷地内に小庭あり。

最寄駅(所要時間) 豊田駅徒歩10分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～19:00 7:00～9:00　17:00～19:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

東豊田2－29－1 合計

19

施設名 区分 設置主体

ひのめばえ保育園 小規模保育事業 (学)AppreSeed学院

最寄駅(所要時間) 豊田駅徒歩10分

延長保育料  無料

備考

・保育料とは別に上乗せ徴収があります(P18参照)。
・土日祝日、年末年始はお休みです。
・駐車場は幼稚園と兼用です。幼稚園行事の際などは使用できない場合があります。
・3歳からは日野・多摩平幼稚園(長時間保育の2号児として)が進級先となります。
・設備上、大変申し訳ありませんが、大豆と小麦のアレルギーがあるお子様は受け入れができませ
　ん。
・宗教上の理由等で、食事摂取に制限があり、施設での食事提供が対応ができない場合は、弁当や
　おやつを持参していただくことになります。予めご了承ください。
・産休育休中でのご利用の方は、週1回のお休みをお願いしています。
・お仕事がお休みの時は家庭保育をお願いしています。リフレッシュの場合は事前相談が必要です。

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 なし 7:00～9:00　17:00～18:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

多摩平2－13－30 合計

12

施設名 区分 設置主体

たまだいら１・２Ｓmile　House 小規模保育事業 (学)宮村学園

最寄駅(所要時間) 豊田駅徒歩10分

延長保育料  無料

備考

・保育料とは別に上乗せ徴収があります(P18参照)。
・入所決定通知が届き、入園ご希望の方は、事前に入園願書の購入をしてください。
　説明会時に願書類の書類提出、入園準備金・施設設備費の納入をお願いいたします。
・月、金曜日や給食センターが休みの日はお弁当持参となります。
・土日祝日、創立記念日、都民の日、行事代休日、11月1日の入園受付日、年末年始は
　お休みです。
・男性女性保育者の愛に包まれ、のびのびたくましく、そして優しい心を育みます。
　子ども一人ひとりの個性を大切にし、主体的に遊びが展開できる環境作りをしています。

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 なし 7:00～9:00　17:00～18:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

多摩平2－9－3 合計

18

施設名 区分 設置主体

日野・多摩平幼稚園 認定こども園 (学)宮村学園

日野・多摩平幼稚園

ひのめばえ保育園

たまだいら1・2

Smile House

市立

豊田小学校
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●大坂上・新町 ※令和４年４月 在籍可能人数は、空き情報ではありません。

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

19 S52.4.1 あり あり なし 4台

電話

584－3690 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

100 6 14 18 22 24 24

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

20 S53.4.1 あり あり なし 4台

電話

584－8277 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

80 6 10 15 16 20 21

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

21 S26.3.10 あり あり あり なし

電話

581－0249 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

100 9 16 18 19 19 19

延長保育料
 登録料1,000円　18:01～18:30　300円　/　18:31～19:00　400円
【8H利用】  7:00～9:00　延長保育なし
                 17:01～18:00   30分 300円

備考 ・体力と想像を豊かに、体験と遊びから心と体を育てる子育てを。

最寄駅(所要時間) 日野駅徒歩5分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～19:00 7:00～9:00　17:00～19:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

新町1－5－6 合計

100

施設名 区分 設置主体

日野保育園 私立保育所 (福)のぎく会

延長保育料
 1歳になる月から利用可
【8H利用】7:00～9:00、17:00～18:00　1回各200円　月額各500円
【8H、11H利用】18:00～19:00　1回700円　月額2,500円

備考
・日野駅近くにあり、多摩川や田畑など自然に恵まれた環境の中で
　おもいやりと自分で考えて行動する力をそだてます。

最寄駅(所要時間) 日野駅徒歩10分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～19:00 7:00～9:00　17:00～19:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

新町３－１７－４ 合計

88

施設名 区分 設置主体

しんさかした保育園 市立保育所 日野市

延長保育料
 1歳になる月から利用可
【8H利用】7:00～9:00、17:00～18:00　1回各200円　月額各500円
【8H、11H利用】18:00～19:00　1回700円　月額2,500円

備考 ・健康・感性・認識と、友だちの中でその子らしさを育てることを大切に。

最寄駅(所要時間) 日野駅徒歩15分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～19:00 7:00～9:00　17:00～19:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

大坂上4－10－2 合計

108

施設名 区分 設置主体

おおくぼ保育園 市立保育所 日野市

実
践
女
子
大
学

都立 日野台高等学校

おおくぼ保育園

しんさかした保育園

日野保育園

市立

東光寺小学校

新町交流センター
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●日野 ※令和４年４月 在籍可能人数は、空き情報ではありません。

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

22 S55.3.31 なし あり なし 10台

電話

581-3788 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

170 25 27 30 36 38 35

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

23 S34.2.27 あり あり なし 8台

電話

581－0446 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

130 12 15 22 27 27 27

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

24 H19.4.1 なし なし なし 5台

電話

533-6686 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

45 6 8 9 10 9 10

延長保育料 18:06～15分毎　150円、月上限　6,000円

備考

・家庭的な雰囲気の中、モンテッソーリ教育法を主軸に、子ども達の
　主体性を重んじ、生き生きとした子どもの姿を目指した保育に取り
　組んでいます。
・一時保育あり（P55参照）。

最寄駅(所要時間) 甲州街道駅徒歩2分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～20:00 7:00～9:00　17:00～20:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

日野1321-1 合計

52

施設名 区分 設置主体

至誠あずま保育園 私立保育所 (福)至誠学舎立川

延長保育料
 18:00～18:35　300円 　/　18:00～19:00　600円
   (割引有：一番上のお子さんが月合計で半額）
【8H利用】7:00～9:00　/　17:00～18:00　無料

備考
・自分で考え、行動する力を育てます。
・子育て広場「至誠スマイル」を併設。地域の子育て支援として、
　憩いの場を提供しています。

最寄駅(所要時間) 甲州街道駅徒歩3分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～19:00 7:00～9:00　17:00～19:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

日野1183－３ 合計

130

施設名 区分 設置主体

至誠第二保育園 私立保育所 (福)至誠学舎立川

延長保育料
【8H利用】7:00～8:30　150円、16:30～18:00　150円
【8H、11H利用】18:00～20:00　400円

備考

・日当たりの良い広い園庭と、自然の多い環境の中で、のびのび育ち
　元気で明るく頑張る子ども達を育てます。

※日野駅/高幡不動駅バス7分エプソン前下車徒歩5分
　甲州街道駅　徒歩10分

最寄駅(所要時間) ※備考参照

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 8:30～16:30

延長時間 18:00～20:00 7:00～8:30　16:30～20:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

日野311-3 合計

191

施設名 区分 設置主体

日野第二保育園 私立保育所 (福)菊美会

日野第二保育園

至誠第二保育園

至誠あずま保育園

セイコー

エプソン
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●日野・日野本町 ※令和４年４月 在籍可能人数は、空き情報ではありません。

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

25 H31.4.1 なし あり なし 15台

電話

587-1151 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

143 9 24 24 28 28 30

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

26 H30.4.1 なし あり なし 数台

電話

582-1019 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

130 9 22 24 25 25 25

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

27 H18.4.1 なし なし なし 3台

電話

586-6433 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

60 6 10 11 12 12 12

最寄駅(所要時間) 日野駅徒歩5分

しせい太陽の子保育園 私立保育所 (福)至誠学舎立川

定員
令和４年４月　在籍可能人数

日野本町3-3-3

63

保育時間
7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～20:00 7:00～9:00　17:00～20:00

延長保育料
 満1歳以上から利用可
15分毎　150円、月上限　6,000円

備考
・たてわり保育の中で一人ひとりの可能性を大切に保育しています。
・一時保育、休日保育、年末保育あり（P54、57参照）。

合計

１１時間利用 ８時間利用

施設名 区分 設置主体

住所

延長保育料
【8H利用】7:15～8:44・16:46～18:15　30分毎100円
【8H・11H利用】7:00～7:14　150円、18:16～18:45　300円、
　　　　　　　　　18:46～19:00　150円　　＊延長保育は満1歳より利用可

備考
・園舎は大きな屋根が特徴的な木造耐火２階建。
・モンテッソーリ教育法の精神を取り入れた保育・教育でお子様一人
　一人の健全な成長発達をお手伝いします。

最寄駅(所要時間) 日野駅徒歩9分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:15～18:15 8:45～16:45

延長時間 7:00～7:14　　18:16～19:00 7:00～8:44　16:46～19:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

日野本町2-14-1 合計

130

施設名 区分 設置主体

至誠ひの宿保育園 私立保育所 (福)至誠学舎立川

延長保育料

【8H利用】7:00～8:59、17:01～18:00　30分毎　300円
【8H、11H利用】18:01～19:00　30分毎300円
　　　　　　　　　19:01～20:00　30分毎500円
　月額　18:01～19:00：2,000円 / 19:01～20:00：4,000円(離乳食対応不可)

備考

・広々とした園庭、光をふんだんに取り入れた園舎、ゆとりを持った保育ス
　ペースが自慢です。日野の豊かな環境の中、一人ひとりの子どもが大切に
　育まれる保育園を目指しています。
・一時保育あり（P55参照）。

最寄駅(所要時間) 甲州街道駅徒歩7分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～20:00 7:00～9:00　17:00～20:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

日野1367番地 合計

143

施設名 区分 設置主体

よつぎ日野保育園 私立保育所 (福)健生会

市民の森

スポーツ公園

しせい太陽の子保育園

市立

日野第一小学校

至誠ひの宿保育園

よつぎ日野保育園
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●日野本町・万願寺 ※令和４年４月 在籍可能人数は、空き情報ではありません。

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

28 H23.4.1 なし なし あり 3台

電話

581-2233 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

86 12 14 15 15 15 15

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

29 H24.4.1 なし あり なし 15台

電話

584－3100 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

100 9 18 22 23 23 23

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

30 H14.4.1 あり あり なし ５台

電話

587－0592 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

45 6 8 9 10 10 10

備考

最寄駅(所要時間) 万願寺駅徒歩4分

53

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:15～18:15 8:45～16:45

延長時間 7:00～7:14　　18:16～19:00 7:15～8:44　16:46～19:00

延長保育料

【8H利用】7:15～8:44・16:46～18:15　30分毎100円
【8H・11H利用】　7:00～7:14　150円
　　　　　　　　　18:16～18:45　300円
　　　　　　　　　18:46～19:00　150円　　＊延長保育は満1歳より利用可

・家庭的な雰囲気の中で、子どもたちが共に育ち合うことができる環境
　を大切にしています。園周辺には季節を感じることのできる公園がた
　くさんあります。

万願寺保育園 私立保育所 (福)至誠学舎立川

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

万願寺２-３１-８ 合計

施設名 区分 設置主体

・縦割り保育、個別活動、モンテッソーリ教育法を取り入れています。
・広い園舎とサッカーコートのある園庭を活かして父母・地域の方々と
　一緒に子育てを応援しています。

118

設置主体

至誠いしだ保育園 私立保育所 (福)至誠学舎立川

備考

最寄駅(所要時間) 万願寺駅徒歩8分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:15～18:15 8:30～16:30

延長時間 18:15～19:15 7:15～8:30　16:30～19:15

延長保育料
【8H利用】7:15～8:30　16:30～18:15　150円/15分
【8H・11H利用】18:15～19:15　150円/15分

延長時間 18:00～20:00 7:00～8:30　16:30～20:00

延長保育料
【8H利用】7:00～8:30  150円、16:30～18:00  150円
【8H、11H利用】18:00～20:00　一回　400円

・0～2歳は園内まで送迎可、3歳以上が契約駐車場のみ
・「夢のたねで未来絵」をモットーに、無限の可能性を伸ばす為、
　「チャレンジそしてきっかけを作る」保育を目指します。

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

万願寺1-22-1 合計

備考

最寄駅(所要時間) 日野駅徒歩1分

施設名 区分

86

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00

施設名 区分 設置主体

日野駅前かわせみ保育園 私立保育所 (福)菊美会

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

日野本町4-6-14 合計

8:30～16:30

至誠いしだ保育園

万願寺保育園

日野駅前かわせみ保育園
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●万願寺・新井・程久保 ※令和４年４月 在籍可能人数は、空き情報ではありません。

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

31 H31.4.1 なし あり なし 6台

電話

843－2080 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

120 9 20 22 23 23 23

　

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

32 S45.4.1 なし あり なし 3台

電話

591-6132 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

80 ― 8 12 16 21 24

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

33 S46.4.1 あり あり なし 10台

電話

591－2231 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

110 ― 15 18 24 26 27

施設名 区分

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

万願寺５－３－８ 合計

120

設置主体

子どもの森あさかわ保育園 私立保育所 (福)貴静会

備考

最寄駅(所要時間) 高幡不動駅徒歩9分

施設名 区分 設置主体

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 8:30～16:30

延長時間 18:00～20:00 7:00～8:30　16:30～20:00

延長保育料
【8H利用】7:00～8:30　16:31～18:00　150円/30分
【8H、11H利用】18:01～20:00　150円/30分
    ※延長保育は6ヶ月以上より利用可　※最大料金の設定あり

・2019年4月開園の保育園です。浅川の自然に囲まれた明るく気持ち
　の良い環境の中、お子様の元気なパワーと笑顔のあふれる保育園を目
　指しております。
・一時保育あり（P55参照）。

延長保育料
【8H利用】7:00～9:00、17:00～18:00　1回各200円　月額各500円
【8H、11H利用】18:00～19:00　1回700円　月額2,500円

・自然豊かな環境の中、家庭的な雰囲気いっぱいの保育園です。

あらい保育園 市立保育所 日野市

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

新井3-1-3 合計

備考

最寄駅(所要時間) 高幡不動駅徒歩10分

81

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～19:00 7:00～9:00　17:00～19:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

程久保６５０ 合計

110

設置主体

たかはた台保育園 市立保育所 日野市

施設名 区分

備考

最寄駅(所要時間) 程久保駅徒歩7分　高幡不動駅バス5分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～19:00 7:00～9:00　17:00～19:00

延長保育料
【8H利用】7:00～9:00、17:00～18:00　1回各200円　月額各500円
【8H、11H利用】18:00～19:00　1回700円　月額2,500円

・七生丘陵や多摩動物園が散歩コース。園庭の広い明るい保育園です。

あらい保育園

たかはた台保育園

子どもの森

あさかわ保育園

浅川スポーツ公園

都営

日野新井ｱﾊﾟｰﾄ
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●三沢・百草・新井 ※令和４年４月 在籍可能人数は、空き情報ではありません。

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

34 S45.5.1 あり あり なし 6台

電話

591－6131 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

115 ― 15 18 24 28 30

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

35 S51.5.1 あり あり なし 7台

電話

591-0880 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

100 6 10 18 22 23 23

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

36 H26.4.1 なし あり ３歳以上 10台

電話

599-5561 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

150 12 26 28 28 28 28

施設名 区分 設置主体

延長保育料
【8H利用】7:00～9:00、17:00～18:00　1回各200円　月額各500円
【8H、11H利用】18:00～19:00　1回700円　月額2,500円

・令和6年度以降に運営主体の変更及び園舎の近隣への移転を予定して
　います（P26参照）。
・緑豊かな自然との触れ合いの中で、健康な体と心を育てていきます。

みさわ保育園 市立保育所 日野市

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

三沢200 合計

備考

最寄駅(所要時間) 百草園駅徒歩10分

115

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～19:00 7:00～9:00　17:00～19:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

百草1002-4 合計

102

設置主体

もぐさ台保育園 市立保育所 日野市

施設名 区分

備考

最寄駅(所要時間) 高幡不動駅バス6分

施設名 区分 設置主体

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:00～19:00 7:00～9:00　17:00～19:00

延長保育料
 1歳になる月から利用可
【8H利用】7:00～9:00、17:00～18:00　1回各200円　月額各500円
【8H、11H利用】18:00～19:00　1回700円　月額2,500円

・自然に恵まれた環境の中で、一人ひとりを大切にした温かい保育を
　行い、生きる力を育てていきます。

延長保育料
【8H利用】7:00～8:30　150円、16:30～18:00　150円
【8H、11H利用】18:00～20:00　400円

・近くには、向島水路があり、自然豊かな環境の中、安心・安全で子
　ども達の成長と最後までやり抜く力を保育士が一致団結し保育を致
　します。
・病児保育あり（P59参照）。

むこうじま保育園 私立保育所 (福)菊美会

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

新井3-3-20 合計

備考

最寄駅(所要時間) 高幡不動駅徒歩6分

150

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 8:30～16:30

延長時間 18:00～20:00 7:00～8:30　16:30～20:00

みさわ保育園

もぐさ台保育園

むこうじま保育園

市立第八小学校

市立

潤徳小学校
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●高幡・程久保・百草 ※令和４年４月 在籍可能人数は、空き情報ではありません。

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

37 H16.4.1 なし あり 3歳以上 4台

電話

591-5003 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

100 10 15 22 23 23 23

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

38 S56.5.1 あり あり 2歳以上 10台

電話

593-5551 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

160 6 20 20 17 25 22

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

39 H31.4.1 あり あり あり ７台

電話

591-1729 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

20 ― ― ― 6 7 7

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

高幡５０７－４ 合計

116

設置主体

たかはた北保育園 私立保育所 (福)菊美会

施設名 区分

備考

最寄駅(所要時間) 高幡不動駅徒歩3分

施設名 区分 設置主体

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 8:30～16:30

延長時間 18:00～20:00 7:00～8:30　16:30～20:00

延長保育料
【8H利用】7:00～8:30　150円 / 16:30～18:00　150円
【8H、11H利用】18:00～20:00　400円

・駅から近く自然に恵まれた環境の中、子ども達の個性とやる気を
　育てます。
・病後児保育あり（P58～59参照）。

延長保育料
 満1歳以上から利用可
【8H利用】7:00～8:30、16:30～18:00　30分　100円
【8H、11H利用】18:00～19:00　30分　400円

・土曜日の保育は18:00まで。
・入園前に園児の診断書提出が必要です。
・多摩動物公園駅より徒歩2分の緑豊かな保育環境。適正発達の楽しい
　実体験保育。

日野わかば保育園 私立保育所 (福)わかば福祉会

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

程久保３－２１－２ 合計

備考

最寄駅(所要時間) 多摩動物公園駅徒歩2分

110

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 8:30～16:30

延長時間 18:00～19:00 7:00～8:30　16:30～19:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

百草999百草台団地2－5－4 合計

20

設置主体

百草台幼稚園 認定こども園 (学)百草台学園

施設名 区分

備考

最寄駅(所要時間) 高幡不動駅バス7分　徒歩3分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:30～18:30 8:00～16:00

延長時間 なし 7:30～7:59　16:01～18:30

延長保育料
【8H利用】7:30～7:59　150円、16:01～17:00　200円
　　　　　16:01～18:00　400円、16:01～18:30　600円

・保育料とは別に上乗せ徴収があります(P18参照)。
・弁当…火曜（4～5月のみ）、木曜、長期休暇中
・給食…4・5月は月・水・金の週3回、6月～（8月除く）は、月・火・水・金
　の週4回
・土曜保育は実施しておりません。
・「がまんとおもいやり」大好きな遊びの中でやさしさとたくましさを育てます。

たかはた北保育園

百草台幼稚園

市立

潤徳小学校

日野わかば

保育園
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●百草・平山 ※令和４年４月 在籍可能人数は、空き情報ではありません。

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

40 H27.4.1 なし なし なし なし

電話

594－5023 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

19 ― 9 10 ― ― ―

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

41 S46.12.20 あり あり なし 5台

電話

591-2468 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

110 ― 15 18 28 28 30

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

42 H21.4.1 なし あり 3歳以上 あり

電話

592-2345 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

63 7 10 11 12 12 12

施設名 区分 設置主体

延長保育料  30分400円

・3歳からはみさわ保育園(令和６年以降運営主体変更予定、P26参照)、
　又はもぐさ台保育園が進級先となります。

マジオたんぽぽ保育園日野ルーム 小規模保育事業 (株)マジオネット多摩

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

百草193 合計

備考

最寄駅(所要時間) 百草園駅徒歩2分

19

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 7:00～18:00の間で個別対応

18:00～19:00 7:00～19:00までの間延長時間

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

平山4-20-1 合計

119

設置主体

みなみだいら保育園 市立保育所 日野市

施設名 区分

備考

最寄駅(所要時間) 南平駅徒歩１０分

施設名 区分 設置主体

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

18:00～19:00 7:00～9:00　17:00～19:00

【8H利用】7:00～9:00、17:00～18:00　1回各200円　月額各500円
【8H、11H利用】18:00～19:00　1回700円　月額2,500円

延長時間

延長保育料

・恵まれた自然豊かな環境の中で、日々楽しく和気あいあいと保育して
　います。

延長保育料
※満1歳から利用可
【8H利用】7:00～9:00　17:01～18:00　200円/１時間
【8H、11H利用】18:01～20:00　500円/1時間　※最大料金の設定あり

・平山城址公園に近く、自然豊かな環境の中で、のびのびとした保育を
　行っています。

栄光平山台保育園 私立保育所 (福)栄光会

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

平山２－１－１ 合計

備考

最寄駅(所要時間) 平山城址公園駅徒歩20分

64

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:01～20:00 7:00～9:00　17:01～20:00

マジオドライバーズ

スクール多摩校

マジオたんぽぽ保育園

日野ルーム

みなみだいら保育園

平
山
橋
方
面

平山台健康・市民

支援センター

栄光平山台保育園

47



●平山・南平・上田 ※令和４年４月 在籍可能人数は、空き情報ではありません。

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

43 S55.4.1 なし あり 3歳以上 8台

電話

593-1538 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

106 13 21 22 21 22 22

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

44 S46.8.1 なし あり 3歳以上 13台

電話

591-6153 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

100 12 16 18 18 18 18

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

45 H30.4.1 なし あり なし 10台

電話

843-1722 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

120 9 20 22 23 23 23

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

平山５-７-１１ 合計

121

設置主体

栄光保育園 私立保育所 (福)栄光会

施設名 区分

備考

最寄駅(所要時間) 平山城址公園駅徒歩５分

施設名 区分 設置主体

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:01～20:00 7:00～9:00　17:01～20:00

延長保育料
※満1歳から利用可
【8H利用】7:00～9:00　17:01～18:00　200円/１時間
【8H、11H利用】18:01～20:00　500円/1時間　※最大料金の設定あり

・薄着でのびのび心も体も健康に！笑顔で優しく丁寧に保育します。

延長保育料
 1歳児クラスより　30分400円　※土曜日は延長保育を実施しておりませ
ん。

・南平の住宅地の中で、静かな保育環境です。広い園庭には、畑や実の
　なる植物もあり、自然と触れ合いながらのびのびと遊びます。

つくしんぼ保育園 私立保育所 (福)つくしんぼ保育園

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

南平5-8-2 合計

備考

最寄駅(所要時間) 高幡不動駅徒歩17分

100

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 8:30～16:30

延長時間 18:00～19:00 7:00～8:30　16:30～19:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

大字上田488-2 合計

120

設置主体

上田せせらぎ保育園 私立保育所 (福)貴静会

施設名 区分

備考

最寄駅(所要時間) 高幡不動駅徒歩18分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 8:30～16:30

延長時間 18:00～20:00 7:00～8:30　16:30～20:00

延長保育料
【8H利用】7:00～8:30　16:31～18:00　150円/30分
【8H、11H利用】18:01～20:00　150円/30分
※延長保育は6ヶ月以上より利用可　※最大料金の設定あり

・子ども一人ひとりの生きる力を育み、未来に夢や希望を持てるよう
　家庭、地域社会と連携して保育を行います。
・一時保育あり（P55参照）、子育て支援活動も行います。

浅川

栄光保育園

つくしんぼ保育園

上田せせらぎ保育園
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●南平・平山 ※令和４年４月 在籍可能人数は、空き情報ではありません。

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

46 H17.4.1 なし なし なし なし

電話

593-5221 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

22 7 8 10 ― ― ―

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

47 H29.10.1 なし なし なし 8台

電話

506-9470 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

19 3 8 8 ― ― ―

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

48 H27.4.1 なし あり なし 1台

電話

511-3436 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

10 ― 5 5 ― ― ―

施設名 区分 設置主体

延長保育料
※満1歳から利用可
【8H利用】7:00～9:00　17:01～18:00　200円/１時間
【8H、11H利用】18:01～20:00　500円/1時間　※最大料金の設定あり

・土曜日は栄光保育園で合同保育を行います。
・薄着でのびのび心も体も健康に！笑顔で優しく丁寧に保育いたします。
・3歳以降も保育施設を希望する場合は再申込・再調整となります。

栄光保育園南平分園 私立保育所 (福)栄光会

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

南平7-18-28 合計

備考

最寄駅(所要時間) 南平駅徒歩1分

25

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:01～20:00 7:00～9:00　17:01～20:00

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

平山5-8-8 合計

19

設置主体

栄光ひまわり保育園 私立保育所 (福)栄光会

施設名 区分

備考

最寄駅(所要時間) 平山城址公園駅徒歩4分

施設名 区分 設置主体

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 9:00～17:00

延長時間 18:01～20:00 7:00～9:00　17:01～20:00

延長保育料
※満1歳から利用可
【8H利用】7:00～9:00　17:01～18:00　200円/１時間
【8H、11H利用】18:01～20:00　500円/1時間　※最大料金の設定あり

・7～8時半、17時～20時、土曜日は栄光保育園で合同保育を行います。
・3歳からは、ひらやま保育園が進級先となります。

延長保育料
 11時間利用については
 18:00～18:30まで無料　18:31～19:00まで1回300円
 8時間利用については30分300円　※どちらも上限月3,000円

・敷地内に小庭あり。
・３歳からは、みなみだいら保育園が進級先となります。
・休日保育あり（P57参照）。

ののはな保育園 小規模保育事業 個人

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

南平7-22-29 合計

備考

最寄駅(所要時間) 南平駅徒歩2分

10

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:00～18:00 7:00～18:00の間で個別対応

延長時間 18:00～19:00 7:00～19:00までの間

栄光保育園

南平分園

栄光ひまわり保育園

ののはな保育園

49



●南平 ※令和４年４月 在籍可能人数は、空き情報ではありません。

地図番号 開設 父母会 園庭 制服 駐車場

49 H30.2.1 なし あり なし 1台

電話
070-5029-3038 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

3 ― ― ―

住所
定員

令和４年４月　在籍可能人数

南平2-14-22 合計

3

設置主体

いちごハウス 家庭的保育事業 個人

3

施設名 区分

備考

最寄駅(所要時間) 高幡不動駅徒歩15分

保育時間
１１時間利用 ８時間利用

7:30～18:30 9:00～17:00

延長時間 18:30～19:00 7:30～9:00　17:00～19:00

延長保育料  30分　500円

・卒園後3歳からは、たかはた台保育園が進級（転園）先となります。
・令和4年度より土曜保育の実施はありません。
・見学はいつでもできます。見学や新年度の募集人数に関しては、電話
　で問い合わせください。

いちごハウス
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