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ひかりの子保育園 町田市木曽西

もみの木保育園 町田市小山ヶ丘

子どもの森保育園 町田市常盤町

もりのおがわ保育園

こびとのもり保育園

かりん保育園 町田市小山ケ丘

（仮称）子どもの森南町田保育園【2021年4月開園予定】 町田市南町田

もりの子第1第2保育園 町田市鶴間

町田自然幼稚園 町田市忠生
幼保連携型認定

こども園

正和幼稚園 町田市山崎町 認定こども園

つながりづくり保育園・原町田 町田市原町田 認可

（仮称）東京外国語大学内　保育園【2021年9月開園予定】 府中市朝日町 企業主導型保育

田園保育園 町田市南町田

まなざし保育園 町田市根岸

認定こども園 フェリシア幼稚園 町田市三輪町字 認定こども園 正職員

鶴川フェリシア保育園 町田市三輪町 小規模 常勤（正職員以外）

認定こども園 フェリシア幼稚園 町田市三輪町字 認定こども園

鶴川フェリシア保育園 町田市三輪町

成瀬フェリシア保育園 町田市南成瀬

光明第一保育園 八王子市八木町

光明第四保育園 八王子市横川町

光明第五保育園 八王子市山田町

光明高倉保育園 府中市分梅町

八王子市立石川保育園 八王子市石川町

みころん保育園 認可

みっころ保育園【2021年4月開園予定】 企業主導型

よろず保育園 八王子市万町

つくし保育園 八王子市明神町

柴崎保育園 立川市柴崎町

にじのいろ保育園 府中市是政

正職員

非常勤・パート

正職員

非常勤・パート

町田プチ・クレイシュ 町田市原町田

堀之内プチ・クレイシュ 八王子市別所

Nicot拝島 昭島市美堀町

西府の森保育園 府中市本宿町

まなびの森保育園中河原 府中市住吉町

まなびの森保育園東府中 府中市若松町

府中プチ・クレイシュ 府中市府中町 認証

（仮称）ヴィラまなびの森保育園住吉町【2021年4月開園予定】 府中市住吉町 認可

八王子エンゼルホーム 八王子市明神町

多摩センターエンゼルホーム 多摩市落合

府中エンゼルホーム 府中市東芝町

聖光三ツ藤保育園 武蔵村山市三ツ藤

聖光緑が丘保育園 武蔵村山市緑が丘

国立クムクム保育園 国立市中

正職員

非常勤・パート

17

15

18 社会福祉法人聖光会 認可 正職員

株式会社こどもの森

社会福祉法人光琳会

玉川さくら保育園

こうりん保育園 町田市金森

八王子市初沢町

正職員

非常勤・パート

13 社会福祉法人若水会 認可 正職員

4 社会福祉法人貴静会 認可

町田市小川

町田市原町田こひつじ保育園

学校法人正和学園

正職員11

町田市玉川学園

正職員

10

正職員

正職員

社会福祉法人つくし会

8 学校法人明泉学園

小規模

正職員

6

学校法人松徳学園

12 社会福祉法人月峰会

社会福祉法人まあれ愛恵会

特定非営利活動法人エイドセンター

株式会社チャイルドタイム

社会福祉法人多摩養育園

正職員

認可

認可

正職員

正職員

社会福祉法人光彩会 認可1

社会福祉法人新生会2

光の森保育園 町田市森野

認可

3

5 社会福祉法人こひつじ会 認可

14 株式会社なないろ

9

社会福祉法人芳美会 認可

7

町田市真光寺

認可

小規模

正職員

正職員

正職員

認可

国立市富士見台

認可

このえ西立川小規模保育園 立川市富士見町

キッズエイド武蔵保育園 府中市若松町 認可

国立たいよう保育園

花の木保育園

認可

正職員

19

16

認証
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立野みどり保育園 東大和市立野

玉川上水保育園 東大和市桜ケ丘

ふたば保育園

みつば保育園

あおぞらぱれっと保育園【2021年4月開園予定】（新設移転） 多摩市落合 認可

小規模保育所あおぞらルーム【2021年4月開園予定】 多摩市鶴牧 小規模

こばと第一保育園 多摩市諏訪 認可

松葉保育園

中島ゆうし保育園

本郷ゆうし保育園 稲城市東長沼

(仮)大丸ゆうし保育園 稲城市大丸

こばと保育園 町田市金森

みどりの森保育園 町田市能ヶ谷

まちっこ保育園 町田市南大谷

なごみ保育園

なごみ第二保育園

社会福祉法人竜光会 八王子ひまわり保育園 八王子市館町 認可 正職員

社会福祉法人花窓堂 由木あすなろ保育園 八王子市南大沢 認可 正職員

愛光保育園 立川市曙町

愛光第五保育園 立川市富士見町

愛光第五保育園サンクレール（愛光第五保育園分園） 立川市柴崎町

愛光あけぼの保育園 立川市曙町

愛光みどり保育園 立川市緑町

愛光大和田保育園

愛光大和田保育園アネックス（愛光大和田保育園分園）

愛光大和田保育園ステーション（愛光大和田保育園分園） 八王子市明神町

愛光大和田保育園ちいさなおうち（愛光大和田保育園分園） 八王子市大和田町

昭和郷保育園

昭和郷第二和育園

つつじが丘保育園 昭島市つつじが丘

同援はいじま保育園 昭島市松原町

22 社会福祉法人春献美会 いなぎのぞみ保育園 稲城市大丸 認可 正職員

社会福祉法人七五三会 認可 正職員

社会福祉法人こばと会

町田市原町田

正職員

社会福祉法人東保育会

稲城市矢野口

社会福祉法人愛光学舎

八王子市大和田町

認可 正職員

昭島市中神町

正職員

正職員

認可 正職員

認可

社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会

求人
掲載
のみ

社会福祉法人飛翔会

社会福祉法人立野みどり福祉会

23

認可

東大和市立野

認可 正職員

小規模

21

20
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