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東進ﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱﾊｳｽ POP KIDS

ﾕｰｶﾘが丘ﾁｬｲﾙﾄﾞﾊｳｽﾊﾛｰｷｯｽﾞ

シュタイナー浦和保育園

駅前めぐみ保育園

ワタキューキンダーハイム

愛和ターミナル保育園

東西線 浦安駅
千葉県浦安市当代島1-1-23
河口 知子（理事長）
TEL:047-352-2631 FAX:047-352-2964

東武鉄道野田線 塚田駅
千葉県船橋市行田1-49-1
鈴木 祐子（園長）
TEL:047-430-0086 FAX:047-430-0034

JR 松戸駅
千葉県松戸市本町21-2
寺田 悦子（代表者）
TEL:047-365-0006 FAX:047-365-3006

京成線 ユーカリが丘駅
千葉県佐倉市上座383-1
内田 有一（園長）
TEL:043-488-3130 FAX:043-488-3140

JR 浦和駅
埼玉県浦和市高砂2-1-20
岩崎 一女（園長）
TEL:048-831-3462 FAX:048-831-4488

JR 水戸駅
茨城県水戸市宮町2-2-13
荻浦 恵子（園長）
TEL:029-226-7033 FAX:029-226-7033

JR 仙台駅
宮城県仙台市宮城野区榴岡3-2-5
安藤 光二（園長）
TEL:022-298-0831 FAX:022-298-0831

JR 札幌市
北海道札幌市中央区北3条西2-1
釜鈴 加代子（園長）
TEL:011-251-2345 FAX:011-251-8516

チャイルドケアｾﾝﾀｰ光が丘

都営12号線 光が丘駅
東京都練馬区光が丘2-10-2
佐藤 敦子（代表取締役）
TEL:03-3938-6961 FAX:03-3938-6961

下板橋駅前保育園

札幌わんぱく館

ＪＲ 厚別駅
北海道札幌市厚別区厚別中央4条4-4
水岡
薫（館長）
TEL:011-896-1893 FAX:011-896-1895

やさしい保育園

子育て とお仕事 を応援します
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JR 鹿児島本線 大野城駅
福岡県大野城市白木原1-17-4
桑戸 大雄（代表者）
TEL:092-915-1221 FAX:092-915-1225

チャイルドハウス･博多

平成６年度より厚生省（当時。財団法人こども未来財団経由）は少子化対策の
東武東上線 下板橋駅
東京都板橋区板橋2-39-1
長田 洋子（園長）
TEL:03-3962-0114 FAX:03-3962-7700

国分寺 J キッズステーション

ひとつとして全国の駅近郊に設置されている｢保育施設｣への助成をはじめました。
朝の通勤途中に最寄りの駅近くでお子さまを預け、終業後の夕方、お子さまを引

地下鉄 祇園駅
福岡県福岡市博多区祇園町3-6
佐藤 はるみ（園長）
TEL:092-291-0778 FAX:092-291-0799

駅前ひまわり保育園

き取って帰宅するという「就労と子育てに役立つ」駅近郊の保育施設です。
平成１２年４月現在、全国に３８か所の厚生省助成「保育施設」があります。
JR 国分寺駅
東京都国分寺市南町3-20-3
桑原 哲也（理事長）
TEL:042-359-1188 FAX:042-359-1139

ﾁｬｲﾙﾄﾞﾀｲﾑ･ｴﾝｾﾞﾙﾎｰﾑ

助成施設の中には午後６時以降の「延長保育」や一時間単位でお子さまを預か
る「一時保育」「休日保育」などを行っているところもあります。

JR 五日市駅
広島県広島市佐伯区旭園4-29
築地 フサ子（理事長）
TEL:082-922-6161 FAX:082-922-6161

みかど貴ｯｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ･だいいち

運営や料金の詳細・入所の方法などは､おのおのの「駅型保育施設」まで､直接､
お問い合わせください。また、 http://www.ccjapan.com/kids/ をご覧下さい。
京王線 八王子駅
東京都八王子市明神町4-7-3
毎熊 嘉郎（代表者）
TEL:0426-56-2733 FAX:0426-56-2733

JR 吉備線 備前三門駅
岡山県岡山市三門西町7-8
流王
農（理事長）
TEL:086-252-9936 FAX:086-252-9936

厚生省（財団法人こども未来財団）助成
厚生省（財団法人こども未来財団）助成

駅型保育園の仲間たち
駅型保育園の仲間たち

未来保育 CLUB

駅前姫路保育園

地下鉄･西神延
兵庫県姫路市駅前町252
黒石
誠（代表者）
TEL:0792-84-5125 FAX:0792-84-4922

小田急線 町田駅
東京都町田市森野1-10-6
関谷 早苗（園長）
TEL:0427-29-8228 FAX:0427-29-7849

駅型保育所

レッツ･びー

駅前あかり保育園

JR 神戸線 加古川駅
兵庫県加古川市加古川町篠原町9-1
藤本 美智子（園長）
TEL:0794-54-7788 FAX:0794-54-5858

田園都市線 梶ヶ谷駅
神奈川県川崎市高津区下作延778
嶋崎 憲史（園長）
TEL:044-856-3721 FAX:044-856-3802

どんちゃかランド大和

つぐみ HOUSE

小田急線･相鉄線 大和駅
神奈川県大和市大和東1-7-22
座間 徳彦（責任者）
TEL:046-262-7870 FAX:046-262-7702

神戸市営地下鉄 伊川谷駅
兵庫県神戸市西区伊川谷町前開字自分山ﾉ内
小池 泰代（園長）
TEL:078-978-5800 FAX:078-978-5802

厚木 YMCA ﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱｾﾝﾀｰﾎｻﾅ

チャイルドシッター

小田急線 本厚木駅
神奈川県厚木市中町3-2-6
小林 一郎（ YMCA 館長）
TEL:046-223-1441 FAX:046-223-2101

JR 垂水駅
兵庫県神戸市垂水区神田町4-19
佐野
丞（理事長）
TEL:078-709-7003 FAX:078-709-7080

Ciao ほどがや

ポピンズナーサリー甲東園

JR 横須賀線 保土ヶ谷駅
神奈川県横浜市保土ヶ谷区帷子1-17-3
根本 奈穂子（ディレクター）
TEL:045-332-0294 FAX:045-332-0895

阪急電鉄･宝塚線 甲東園駅
兵庫県西宮市甲東園1-1-6
吉田 敬子（施設長）
TEL:0798-57-0210 FAX:0798-57-0213

ﾍﾞﾈｯｾﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱｾﾝﾀｰ市ヶ尾

アイエンロール保育園

東急田園都市線 市が尾駅
神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾1153-3
小島 ヒロ（園長）
TEL:045-973-8944 FAX:045-973-7250
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駅型保育クラブ湘南台

チャイルド･アカデミー･上社

小田急線 湘南台駅
神奈川県藤沢市湘南台2-13-8
桝居 祐三（理事長）
TEL:0466-44-2945 FAX:0466-43-7005

地下鉄東山線 上社駅
愛知県名古屋市名東区上社1-704
鈴木 雅夫（理事長）
TEL:052-779-1152 FAX:052-779-1151

学園前ｷﾝﾀﾞｰﾊｳｽ K'kid's

近鉄 学園前駅
奈良県奈良市学園北1-8-4
栗本 広美（理事長）
TEL:0742-43-0055 FAX:0742-43-0074

梓保育園

近鉄 八尾駅
大阪府八尾市東本町3-4-18
西岡 成典（園長）
TEL:0729-94-9062 FAX:0729-94-9063

南海高野線 堺東駅
大阪府堺市北瓦町1-5-14
道前 昌左子（園長）
TEL:0722-27-2907 FAX:0722-27-2906

ピジョンランド吹田

未来遊保園 Kid's あびにょん

ラッキー保育園

駅型保育施設キッズハウス

南海ﾏﾐｰｽﾞｱｲすみのえ保育園

JR 京都線 吹田駅
大阪府吹田市朝日町1-1
大塩 恭生（園長）
TEL:06-6381-4421 FAX:06-6381-4485

阪急宝塚線 蛍池駅
大阪府豊中市蛍池東町2-6-6
山口
保（園長）
TEL:06-6849-6100 FAX:06-6849-6189

JR 大阪環状線 寺田町駅
大阪府大阪市天王寺区寺田町2-3-19
高須賀 勝（園長）
TEL:06-6770-3185 FAX:06-6770-3186

JR 京橋駅、京阪線 京橋駅
大阪府大阪市城東区新喜多1-2-7
河
純子（施設長）
TEL:06-6936-0771 FAX:06-6936-0775

南海線 住ノ江駅
大阪府大阪市住之江区西住之江1-1-21
甲村 一郎（園長）
TEL:06-6675-4150 FAX:06-6675-4150

