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葛西おひさま保育園

新堀おひさま保育園

東小松川おひさま保育園

鹿骨おひさま保育園

北葛西おひさま保育園

葛西第二おひさま保育園

春江おひさま保育園

東小岩おひさま保育園

西篠崎おひさま保育園

西小岩おひさま保育園

松江おひさま保育園

松本おひさま保育園

清新おひさま保育園

小松川おひさま保育園

南葛西おひさま保育園

西葛西おひさま保育園

中葛西おひさま保育園

松島おひさま保育園

清新第二おひさま保育園

北小岩おひさま保育園

南篠崎おひさま保育園

新田おひさま保育園

宇喜田おひさま保育園

2 日本福音ルーテル小岩教会 ルーテル保育園 江戸川区南小岩 認可 正職員

5 宗教法人法龍寺 月映保育園 江戸川区船堀 認可 正職員

船堀中央保育園 江戸川区船堀

葛西大きなおうち保育園 江戸川区中葛西

ひらがなのツリーほいくえん 墨田区業平

すみだ川のほとりに笑顔咲く保育園 墨田区立川

すみだ中和こころ保育園 墨田区菊川

江東区南砂さくら保育園 江東区南砂

江東区白河かもめ保育園 江東区白河

亀戸こころ保育園（本園）

亀戸こころ保育園（分園）

台東区たいとうこども園 台東区下谷

忍岡こども園 台東区池之端

マリヤ保育園 江戸川区船堀 認可

南砂第二保育園 江東区南砂 公設民営

花と鳥保育園

かがやき保育園

正職員

常勤（正職員以外）

非常勤・パート

キッズラボ東葛西園 江戸川区東葛西

キッズラボ西葛西園＜2021年4月開園予定＞ 江戸川区西葛西

ほっぺるランド中葛西 江戸川区中葛西 認可

ほっぺるランド西葛西 江戸川区西葛西 小規模

ほっぺるランド東陽町 江東区東陽

ほっぺるランド西新小岩 葛飾区西新小岩

ほっぺるランド東新小岩 葛飾区新小岩

ほっぺるランド東立石 葛飾区東立石

正職員

瑞江ちとせ保育園 江戸川区瑞江

船堀ちとせ保育園 江戸川区船堀

江戸川中央ちとせ保育園 江戸川区中央

篠崎ちとせ保育園 江戸川区篠崎町

西葛西ちとせ保育園 江戸川区西葛西

13 社会福祉法人ちとせ交友会 認可 正職員

12 株式会社なないろ このえ清新町保育園 江戸川区清新町

1 社会福祉法人えどがわ

10 キッズラボ株式会社

6

11

認可

正職員

江戸川区中葛西 認可

3 宗教法人安養寺 光徳保育園 江戸川区平井

4 社会福祉法人善隣館保育園

8

認可

善隣館保育園

〇

認可 正職員

認定こども園

認可

認可

株式会社エスエヌシー9

認可
正職員

・・・・・・・・・・・
非常勤・パート

江戸川区松島

江戸川区上一色 正職員

非常勤・パート

有限会社ゆめのこ ピノキオ幼児舎ゆめのこ保育園 江戸川区一之江 正職員

サクラナーサリー

ほほえみ保育園

認可

認可 正職員

株式会社テノ.コーポレーション

14 社会福祉法人千葉学園

7 社会福祉法人わかみや福祉会

江東区大島 認可

正職員

江戸川区 認可 正職員

社会福祉法人東京児童協会

社会福祉法人東京児童協会

正職員
・・・・・・・・・・・
非常勤・パート

正職員
・・・・・・・・・・・
非常勤・パート

江東区亀戸
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なないろ保育園本園 江戸川区上篠崎

なないろ保育園分園 江戸川区篠崎町

ココファン・ナーサリー篠崎 江戸川区鹿骨

ココファン・ナーサリー瑞江 江戸川区瑞江

ソレイユナーサリー小松川 江戸川区小松川 認証 正職員

ソレイユナーサリー平井 江戸川区平井 小規模
正職員

・・・・・・・・・・・
非常勤・パート

ぽけっとランド船堀 江戸川区船堀

ぽけっとランド雷門 台東区雷門

ぽけっとランド入谷 台東区北上野

ぽけっとランド浅草橋保育園 台東区浅草橋 認可

ぽけっとランド浅草タワー 台東区西浅草 認証

ぽけっとランド南千住瑞光保育園 認可

ぽけっとランド南千住 認証

ぽけっとランド亀有保育園　 葛飾区亀有 認可

輝きベビー保育園瑞江 江戸川区瑞江

輝きベビー保育園篠崎 江戸川区篠崎町

First stepⅠ

First stepⅡ

クオリスキッズ亀戸保育園 江東区亀戸

クオリスキッズ浅草橋保育園 台東区柳橋

ソラスト船堀保育園 江戸川区船堀

ソラスト竜泉保育園 台東区竜泉

ソラスト浅草 台東区花川戸 認証

〇

キャリー保育園にしおおじま 江東区大島

非常勤・パート

ナーサリールームベリーベアー小岩 江戸川区西小岩

ピノキオ幼児舎西葛西園 江戸川区西葛西

ナーサリールームベリーベアー東雲 江東区東雲

ナーサリールームベリーベアー深川冬木 江東区冬木

ナーサリールームベリーベアー東雲Annex 江東区東雲

ナーサリールームベリーベアー東陽町 江東区南砂

ナーサリールームベリーベアー亀戸 江東区亀戸

（仮称）オランジェナーサリー＜2021年4月開園予定＞ 認可

あっぷる園

あぷりこっとナーサリー

まなびの森保育園町屋 荒川区荒川

まなびの森保育園西日暮里 荒川区西日暮里

まなびの森保育園三河島 荒川区三河島

どんぐり保育園小岩 江戸川区南小岩

どんぐり保育園南砂 江東区南砂

どんぐり保育園 葛飾区西亀有

ビーフェア上野御徒町保育園 台東区台東 小規模

ビーフェアおおじまタウン 江東区大島

ビーフェア堀切菖蒲園 葛飾区堀切

ビーフェア京成小岩 葛飾区鎌倉

無二保育園＜2021年4月開園予定＞ 葛飾区細田

認可

20 スターツケアサービス株式会社

株式会社リトルキッズ 荒川区西尾久
認証

西葛西きらきら保育園

株式会社クオリス

26 株式会社ケア２１ うれしい保育園八広

正職員

株式会社エクシオジャパン

認可 正職員

正職員
・・・・・・・・・・・
非常勤・パート

認可
正職員

ビーフェア株式会社

認可

正職員

24 ことぶきこども園 認定こども園子育て台東 台東区寿 正職員

32

34 株式会社こどもの森 認可 正職員

23

株式会社Edulead

墨田区八広

株式会社学研ココファン・ナーサリー 正職員

正職員

企業主導型

企業主導型 正職員

認証

認証

29

江戸川区西葛西

正職員

16

21 FunTre株式会社

荒川区南千住

認可

スリーシーズ株式会社28
キャリー保育園東向島

江東区豊洲

17 学校法人有馬学園

株式会社ネス・コーポレーション
認可

非常勤・パート31 特定非営利活動法人キッズポケット キッズポケット豊洲保育園

27

30 サンライズキッズ保育園亀戸園

株式会社ヒューマンサポート

15

33 社会福祉法人聖華

和順福祉会36

認可

37

小規模

町屋保育園 荒川区町屋

正職員

認可
正職員

・・・・・・・・・・・
非常勤・パート

正職員

正職員

たんぽぽ保育所八広園 墨田区八広

小規模

認可

18 小規模
正職員

・・・・・・・・・・・
非常勤・パート

25

22

株式会社ソラスト

株式会社とことこ

（株）K&N

認可

学校法人三幸学園

ベイビーピース

認可

企業主導型

江戸川区船堀

認証

正職員

墨田区東向島

正職員

正職員

認証有限会社どんぐり山のうさぎ

江東区亀戸

35 正職員

19

江戸川区西小岩

正職員
・・・・・・・・・・・
非常勤・パート
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