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保育園❷
前回に続き、今回は市立認可保育園4園、小規模保育事
業2園、事業所内保育事業1園、家庭的保育事業1園に加え、
平成29年4月に新設される私立の認可保育園4園、小規模
保育事業1園を紹介する。
認可保育園の入園申し込みは11月25
2月16日
く）午前8時30分〜午後5時（11月2
12月8
は午後8時まで）
、11月27
、12月11

藤塚保育園

和泉本町4-7-35
☎3489-2835

❶狛江市❷昭和43年
❸6カ月から❹98人❺
37人❻1,218㎡❼鉄筋
コンクリート造り5階建
ての1階❽418㎡❾ア
スレチック、
すべり台、
組
立式プール、
ブランコ❿
7:15~18:15
（年齢によ
って変動あり）
⓫19:15⓬満1歳３カ月の翌月1日から⓭都営
狛江アパート35号棟の1階部分にある。
高齢者との交流。
日
本の伝統文化や季節を大切にした食育活動。
給食の食材の
産地を表示。
幼児の異年齢交流保育を年に数回行う。
月1回
健診を実施⓮一人ひとりを大切に、
自信が持てる子どもを育
てる。
さまざまな体験を通して、
人との関わりを豊かに持ち、
自ら考え行動する
⓯11/10・16・24、
12/5・12・21⓰原則として園庭開放日

駄倉保育園

岩戸北3-20-2
☎3489-5415

午前9時〜午後1時に児童青少年課
保育係で受け付ける（締め切り日以
降に出産予定で生後57日目からの入園希望者も申し込みが
必要）
。また、申し込みに関する説明会を11月4日
2
時30分・7時30分、5日
前9時30分・午後1時・3時
から防災センターで開催する。所要時間は各回とも約1時間。
問い合わせ☎3430-1111狛江市児童青少年課保育係。

駒井保育園

駒井町2-28-6
☎3480-9361

❶狛江市❷昭和47年
❸生後57日から❹115
人❺37人❻940㎡❼
鉄 筋コンクリート造り
2階建て❽701㎡❾木
製アスレチック、砂場、
組立式プール、鉄棒❿
7:15~18:15
（年齢によ
って変動あり）
⓫19:15⓬満1歳３カ月の翌月1日から
⓭平成24年に園舎を改築。自然環境に恵まれ、
多摩川や
近隣の公園へ散歩に出かける。5歳児は
「こまえ苑」
の高齢
者と交流。太陽光発電パネルを設置。親子保育体験、
育児
相談、
妊婦の育児見学を実施。
6カ月まで月2回健診を実施
⓮一人ひとりを大切に、
自信が持てる子どもを育てる。
さまざ
まな体験を通して、
人との関わりを豊かに持ち、
自ら考え行
動する⓯11/2・17、
12/5・20⓰随時

三島保育園

東野川1-32-2
☎3488-3898

❶狛江市❷昭和48年
❶狛江市❷昭和50年
❸生後57日から❹124
❸生後57日から❹108
人❺46人❻1,206㎡
人❺44人❻1,246㎡❼
❼鉄筋コンクリート造り
鉄筋コンクリート造り2
2階建て❽841㎡❾木
階建て❽561㎡❾木製
製アスレチック、
プール、
アスレチック、
組立式プ
ブランコ❿7:15~18:15
ール、
ブランコ、
すべり
（ 年 齢によって変 動 あ
台、
鉄棒❿7:15~18:15
り）
⓫19:15⓬満1歳３カ月の翌月1日から⓭園舎は平成25 （年齢によって変動あり）
⓫19:15⓬満1歳３カ月の翌月1
年に改修・増築。
園庭は日照が良好。
合同で行事などを催す
日から⓭平成26年に園舎を改修。
園庭が広く、
大きな砂場
ランチホールがある。
屋外の遊びで近隣の公園を利用する
やタイヤ遊びのスペースで遊んだり、
花壇や近隣の農地で
ほか、
水辺の楽校に参加。
親子保育体験、
育児相談、
妊婦の
自然とふれ合う。
保育懇談会、
地域との交流などを実施。
6
育児見学を実施。
6カ月まで月2回健診を実施。
一時保育室
カ月まで月2回健診を実施
あり⓮一人ひとりを大切に、
自信が持てる子どもを育てる。
さ
⓮一人ひとりを大切に、
自信が持てる子どもを育てる。
さまざ
まざまな体験を通して、
人との関わりを豊かに持ち、
自ら考え まな体験を通して、
人との関わりを豊かに持ち、
自ら考え行
行動する⓯11/9・24、
12/13・20⓰毎月2〜3回
動する⓯11/2・15、
12/6・13⓰園庭開放日に実施

狛江市発行
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一の橋赤ちゃんの家
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駒井町1-15-32
☎5761-9219

❶ 一 般 社 団 法 人 やよ
い会❷平成28年❸生
後57日から❹19人❺
9人❻121㎡❼準耐
火 木 造 2 階 建て❽ 9 2
㎡ ❾ 組 立 式 プ ール ❿
7:30~18:30⓫20:30
⓬1歳から⓭0〜2歳児
対象の小規模保育事業。
戸建て住宅に開設。
30㎡の園庭と
近隣の公園で戸外保育を行う。
東野川保育園みんなの家と
連携、
屋外遊技場の利用、
合同保育、
行事参加などを行う。
0歳児は毎月、
1・2歳児は年2回健診を実施⓮明るく思いや
りのある優しい子ども、
人間らしく自立できる子どもの育成。
感受性を高め、
協調性、
個性を育てる⓯なし⓰随時

ヤクルト狛江あいあい保育園

東和泉1-3-15
☎3480-4958

❶東京ヤクルト販売株式
会社❷平成21年❸1歳
の誕生日の翌月から❹
15人❺14人❼ＲＣ造り3
階建て1階部分❽49㎡
❾なし❿7:30~18:30⓫
なし⓬なし⓭事業所内
保育施設で平成27年か
ら認可保育施設として地域枠
（1歳児2人、
2歳児3人）
を受け
入れ。
年齢別保育と縦割り保育実施⓮心身共に健康な子ど
も、
思いやりと感謝の気持ちを持つ子ども、
のびのびと自己
表現できる子どもを目標に戸外保育を主体とした健康的な
基礎体力づくり。
家庭的な温かい安心感による人間性豊か
な資質の育成⓯なし⓰随時
（電話申し込み）

いずみ保育園

岩戸北1-1-2
（未定）

❶社会福祉法人春献美会❷平成29年❸生後57日から❹
120人❻1,264㎡❼鉄筋コンクリート造3階建て❽1,220
㎡❾砂場、
鉄棒、
プール❿7:00~18:00⓫20:00⓬満１歳３
か月の翌月１日から⓭市立和泉保育園の民営化保育園と
して開園予定

グローバルキッズ狛江園

中和泉3-19

❶株式会社グローバルキッズ❷平成29年❸生後57日か
ら❹69人
（平成30年度は99人・予定）
❻1,146㎡❼木造
平屋建て❽558㎡❾芝築山、
すべり台❿7:00~18:00⓫
20:00⓬満１歳の翌月１日から⓭給食･おやつはすべて手
作り。
園庭が広く、
多摩川が近く自然環境に恵まれている

（仮称）
アスク岩戸北保育園

岩戸北3-3

❶株式会社日本保育サービス❷平成29年❸生後57日か
ら❹60人
（平成30年度は106人・予定）
❻785㎡❼木造２
階建て❽565㎡❾砂場❿7:15~18:15⓫20:15⓬全園児
⓭
「橋北塚古墳」
を園庭に残し、
それを活かした築山を整備
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フレンドキッズランドこまえ

岩戸南4-22-7
☎5761-5392

❶株式会社ルシェル❷
平成28年❸生後57日
から❹19人❺14人❻
1 3 2 ㎡ ❼ＲＣ造り3 階
建てマンション1 階 部
分 ❽ 1 0 5 ㎡ ❾ なし❿
7:00~18:00⓫19:00
⓬満1歳の誕生日翌日

から
（平成29年度から）
⓭0〜2歳児対象の小規模保育事業。屋外の遊びは近隣
の公園を利用。
１
・2歳児は区切りのない部屋で一緒に保
育。
アットホームな環境で保育を実践⓮適切な環境による
安心・安全な保育、
個性を尊重する保育、
保護者との連携を
大切にする⓯なし⓰なし

さつき家庭保育室

岩戸北3-19-12
☎3430-3413

❶ 石 本 さつき ❷ 平 成
26年❸1歳から❹5人
❺3人❻198㎡❼軽量
鉄 骨 造り2 階 建て1 階
部 分 ❽ 7 2㎡❾なし❿
8:00~18:00⓫なし⓬
なし⓭1〜2歳児対象の
家庭的保育事業。戸建
て住宅に開設、
18㎡の園庭がある。石本園長は約30年間
保育士として勤務、
平成28年3月まで家庭福祉員
（保育マ
マ）
を務めた。
駄倉保育園と連携、
同園で年2回健診を行う
⓮豊かな感性と、
自己肯定感を持つ子どもを育てる。一人
ひとりの個性を大切にし、
多様な人間関係の中で共に育ち
合う⓯なし⓰随時

狛江ちとせ保育園

東和泉1-35

❶社会福祉法人ちとせ交友会❷平成29年❸生後57日か
ら❹90人❻733㎡❼鉄骨造２階建て❽538㎡❾滑り台、
鉄棒、
砂場❿7:00~18:00⓫20:00⓬全園児⓭リトミック
でリズム遊び、
ネイティブ講師による英語遊びを予定。
玄米
や野菜中心の自然派食品で食育もサポート

狛江すずらん保育園

岩戸北3-14-23

❶株式会社アブロード❷平成29年❸満６カ月から❹19人
❻547㎡❼鉄筋コンクリート造６階建てマンションの1階部
分❽141㎡❾なし❿7:00~18:00⓫19:00⓬満１歳の翌月
１日から⓭0〜2歳児が対象。新設の小規模保育園できれ
いな室内環境
【保育園ガイドの見方】
名称
（緑のタイトルは平成29年度開
園）
、
住所、
電話番号❶設置者❷事業開始❸保育開始年齢
❹定員
（合計）
❺職員数
（非常勤含む）
❻敷地面積❼園舎❽
のべ床面積❾主な遊具・施設❿基本保育時間
（全園児）
⓫延
長保育終了時間⓬延長保育対象⓭特徴⓮保育方針⓯園庭
開放⓰見学会
（10月22日現在・要電話連絡・定員に達して
見学できない場合あり）

