
参考資料２

（五十音順）

№ 施設名称 カナ名称 施設種別 該当地域

1 あい・あい保育園荻窪園 ｱｲ･ｱｲﾎｲｸｴﾝｵｷﾞｸﾎﾞｴﾝ 私立認可保育所 荻窪

2 あい保育園久我山 ｱｲﾎｲｸｴﾝｸｶﾞﾔﾏ 私立認可保育所 高井戸

3 あい保育園下井草 ｱｲﾎｲｸｴﾝｼﾓｲｸﾞｻ 私立認可保育所 井草

4 アウル宮前 ｱｳﾙﾐﾔﾏｴ 私立認可保育所 荻窪

5 あおぞら ｱｵｿﾞﾗ 家庭的保育事業所 荻窪

6 Agape井草 ｱｶﾞﾍﾟｰｲｸﾞｻ 私立認可保育所 井草

7 阿佐谷 ｱｻｶﾞﾔ 私立認可保育所 阿佐谷

8 阿佐谷北 ｱｻｶﾞﾔｷﾀ 区立認可保育所 阿佐谷

9 阿佐ヶ谷たいよう ｱｻｶﾞﾔﾀｲﾖｳ 私立認可保育所 阿佐谷

10 阿佐谷東 ｱｻｶﾞﾔﾋｶﾞｼ 区立認可保育所 阿佐谷

11 阿佐谷南 ｱｻｶﾞﾔﾐﾅﾐ 区立認可保育所 阿佐谷

12 アスク永福保育園 ｱｽｸｴｲﾌｸﾎｲｸｴﾝ 認証保育所 方南・和泉

13 アスクおぎくぼ ｱｽｸｵｷﾞｸﾎﾞ 私立認可保育所 荻窪

14
アスク上高井戸保育園～都会
のふるさと～

ｱｽｸｶﾐﾀｶｲﾄﾞﾎｲｸｴﾝ~ﾄｶｲﾉﾌﾙｻﾄ~ 私立認可保育所 高井戸

15 アスク西荻南 ｱｽｸﾆｼｵｷﾞﾐﾅﾐ 私立認可保育所 西荻窪

16 あすもベビーホーム ｱｽﾓﾍﾞﾋﾞｰﾎｰﾑ ベビーホテル 西荻窪

17 あすもベビーホーム松庵 ｱｽﾓﾍﾞﾋﾞｰﾎｰﾑｼｮｳｱﾝ
事業所内保育事業
所

西荻窪

18 天沼 ｱﾏﾇﾏ 区立認可保育所 荻窪

19 アレーズ ｱﾚｰｽﾞ
家庭福祉員グルー
プ

高円寺

20
アロハエンジェルナーサリー
荻窪駅前園

ｱﾛﾊｴﾝｼﾞｪﾙﾅｰｻﾘｰｵｷﾞｸﾎﾞｴｷﾏｴｴﾝ 小規模保育事業所 荻窪

21 井荻 ｲｵｷﾞ 区立認可保育所 西荻窪

22 井草 ｲｸﾞｻ 区立認可保育所 井草

23 石川禎子 ｲｼｶﾜｻﾁｺ 家庭福祉員 高円寺

24 和泉 ｲｽﾞﾐ 区立認可保育所 方南・和泉

25 和泉北 ｲｽﾞﾐｷﾀ 保育室 方南・和泉

26 和泉ここわ ｲｽﾞﾐｺｺﾜ 私立認可保育所 方南・和泉

27 今川 ｲﾏｶﾞﾜ 区立認可保育所 西荻窪

28 いろは保育室 ｲﾛﾊﾎｲｸｼﾂ ベビーホテル 方南・和泉

対象施設一覧
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№ 施設名称 カナ名称 施設種別 該当地域

29 うぃず阿佐ヶ谷駅前 ｳｨｽﾞｱｻｶﾞﾔｴｷﾏｴ 私立認可保育所 阿佐谷

30 うぃず杉並和泉 ｳｨｽﾞｽｷﾞﾅﾐｲｽﾞﾐ 私立認可保育所 方南・和泉

31 うぃず成田東 ｳｨｽﾞﾅﾘﾀﾋｶﾞｼ 私立認可保育所 阿佐谷

32 ウィズブック保育園東高円寺 ｳｨｽﾞﾌﾞｯｸﾎｲｸｴﾝﾋｶﾞｼｺｳｴﾝｼﾞ 私立認可保育所 高円寺

33 うぃず本天沼 ｳｨｽﾞﾎﾝｱﾏﾇﾏ 私立認可保育所 荻窪

34 永福北 ｴｲﾌｸｷﾀ 区立認可保育所 方南・和泉

35 永福ここわ ｴｲﾌｸｺｺﾜ 私立認可保育所 方南・和泉

36 永福南 ｴｲﾌｸﾐﾅﾐ 区立認可保育所 方南・和泉

37 えがおの森保育園・あさがや ｴｶﾞｵﾉﾓﾘﾎｲｸｴﾝ･ｱｻｶﾞﾔ 私立認可保育所 阿佐谷

38 エンジェル高円寺保育園 ｴﾝｼﾞｪﾙｺｳｴﾝｼﾞﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 高円寺

39 おうち保育０・１・２ ｵｳﾁﾎｲｸ0･1･2 家庭的保育事業所 西荻窪

40 おうち保育園あさがや ｵｳﾁﾎｲｸｴﾝｱｻｶﾞﾔ 小規模保育事業所 阿佐谷

41 おうち保育園えいふく町 ｵｳﾁﾎｲｸｴﾝｴｲﾌｸﾁｮｳ 小規模保育事業所 阿佐谷

42
大空と大地のなーさりぃ高円
寺南園

ｵｵｿﾞﾗﾄﾀﾞｲﾁﾉﾅｰｻﾘｨｺｳｴﾝｼﾞﾐﾅﾐｴﾝ 私立認可保育所 高円寺

43
大空と大地のなーさりぃ下井
草駅前園

ｵｵｿﾞﾗﾄﾀﾞｲﾁﾉﾅｰｻﾘｨｼﾓｲｸﾞｻｴｷﾏｴｴ
ﾝ

私立認可保育所 井草

44
大空と大地のなーさりぃ中野
富士見町駅前園

ｵｵｿﾞﾗﾄﾀﾞｲﾁﾉﾅｰｻﾘｨﾅｶﾉﾌｼﾞﾐﾁｮｳｴ
ｷﾏｴｴﾝ

私立認可保育所 方南・和泉

45 大宮 ｵｵﾐﾔ 区立認可保育所 阿佐谷

46 大宮前 ｵｵﾐﾔﾏｴ 区立認可保育所 西荻窪

47 荻窪 ｵｷﾞｸﾎﾞ 区立認可保育所 荻窪

48 荻窪 ｵｷﾞｸﾎﾞ 保育室 荻窪

49 荻窪北 ｵｷﾞｸﾎﾞｷﾀ
区立認可保育所
（民営）

荻窪

50 荻窪コスモ保育園 ｵｷﾞｸﾎﾞｺｽﾓﾎｲｸｴﾝ 認証保育所 荻窪

51 荻窪すきっぷ保育園 ｵｷﾞｸﾎﾞｽｷｯﾌﾟﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 荻窪

52 荻窪第五 ｵｷﾞｸﾎﾞﾀﾞｲｺﾞ 保育室 荻窪

53 荻窪第三 ｵｷﾞｸﾎﾞﾀﾞｲｻﾝ 保育室 荻窪

54 荻窪第四 ｵｷﾞｸﾎﾞﾀﾞｲﾖﾝ 保育室 荻窪

55 荻窪東 ｵｷﾞｸﾎﾞﾋｶﾞｼ 区立認可保育所 荻窪

56 荻窪南 ｵｷﾞｸﾎﾞﾐﾅﾐ 区立認可保育所 荻窪

57 荻窪りとるぱんぷきんず ｵｷﾞｸﾎﾞﾘﾄﾙﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽﾞ 私立認可保育所 阿佐谷

58 家庭的保育室のぞみ ｶﾃｲﾃｷﾎｲｸｼﾂﾉｿﾞﾐ 家庭的保育事業所 高円寺

59 上井草 ｶﾐｲｸﾞｻ 私立認可保育所 井草
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60 上井草西 ｶﾐｲｸﾞｻﾆｼ 保育室 西荻窪

61 上荻 ｶﾐｵｷﾞ 区立認可保育所 荻窪

62 上高井戸 ｶﾐﾀｶｲﾄﾞ
区立認可保育所
（民営）

高井戸

63 カメリアキッズ高円寺園 ｶﾒﾘｱｷｯｽﾞｺｳｴﾝｼﾞｴﾝ
企業主導型保育事
業所

高円寺

64 かわきたおひさま保育所 ｶﾜｷﾀｵﾋｻﾏﾎｲｸｼｮ
事業所内保育事業
所

阿佐谷

65 Kangaルーのへや ｶﾝｶﾞﾙｰﾉﾍﾔ 小規模保育事業所 阿佐谷

66 キッズガーデン杉並和泉 ｷｯｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝｽｷﾞﾅﾐｲｽﾞﾐ 私立認可保育所 方南・和泉

67 キッズガーデン浜田山 ｷｯｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾏﾀﾞﾔﾏ 私立認可保育所 高井戸

68 （仮称）キッズフォレ西荻窪 ｷｯｽﾞﾌｫﾚﾆｼｵｷﾞｸﾎﾞ 私立認可保育所 西荻窪

69 木村環 ｷﾑﾗﾀﾏｷ 家庭福祉員 方南・和泉

70 Candy Kids ｷｬﾝﾃﾞｨｰｷｯｽﾞ ベビーホテル 西荻窪

71 （仮称）きらきらぼし保育園 ｷﾗｷﾗﾎﾞｼﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 荻窪

72 きらら保育園杉並松庵 ｷﾗﾗﾎｲｸｴﾝｽｷﾞﾅﾐｼｮｳｱﾝ 小規模保育事業所 西荻窪

73 久我山 ｸｶﾞﾔﾏ 区立認可保育所 高井戸

74 久我山東 ｸｶﾞﾔﾏﾋｶﾞｼ 区立認可保育所 高井戸

75 久我山東 ｸｶﾞﾔﾏﾋｶﾞｼ 定期利用保育施設 高井戸

76 グローバルキッズ荻窪 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞｵｷﾞｸﾎﾞ 私立認可保育所 荻窪

77 グローバルキッズ松庵園 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞｼｮｳｱﾝｴﾝ 私立認可保育所 西荻窪

78 グローバルキッズ浜田山園 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞﾊﾏﾀﾞﾔﾏｴﾝ 私立認可保育所 高井戸

79 京王キッズプラッツ永福町 ｹｲｵｳｷｯｽﾞﾌﾟﾗｯﾂｴｲﾌｸﾁｮｳ 私立認可保育所 方南・和泉

80 高円寺 ｺｳｴﾝｼﾞ 保育室 高円寺

81 高円寺北 ｺｳｴﾝｼﾞｷﾀ
区立認可保育所
（民営）

高円寺

82 高円寺グループ保育室 ｺｳｴﾝｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｲｸｼﾂ グループ保育室 高円寺

83 高円寺第二 ｺｳｴﾝｼﾞﾀﾞｲﾆ 保育室 高円寺

84 高円寺東 ｺｳｴﾝｼﾞﾋｶﾞｼ 区立認可保育所 高円寺

85 高円寺南 ｺｳｴﾝｼﾞﾐﾅﾐ
区立認可保育所
（民営）

高円寺

86 高円寺ミレーネ保育園 ｺｳｴﾝｼﾞﾐﾚｰﾈﾎｲｸｴﾝ
企業主導型保育事
業所

高円寺

87 高円寺りとるぱんぷきんず ｺｳｴﾝｼﾞﾘﾄﾙﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝｽﾞ 私立認可保育所 高円寺

88 佼成育子園 ｺｳｾｲｲｸｺｴﾝ 私立認可保育所 高円寺

89
（仮称）ココファン・ナーサ
リー浜田山

ｺｺﾌｧﾝ･ﾅｰｻﾘｰﾊﾏﾀﾞﾔﾏ 私立認可保育所 高井戸

90 ココファン・ナーサリー桃井 ｺｺﾌｧﾝ･ﾅｰｻﾘｰﾓﾓｲ 私立認可保育所 西荻窪
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91 こどもヶ丘保育園阿佐谷南園 ｺﾄﾞﾓｶﾞｵｶﾎｲｸｴﾝｱｻｶﾞﾔﾐﾅﾐｴﾝ 小規模保育事業所 阿佐谷

92 こどもヶ丘保育園成田西園 ｺﾄﾞﾓｶﾞｵｶﾎｲｸｴﾝﾅﾘﾀﾆｼｴﾝ 小規模保育事業所 荻窪

93 こどもの広場ソレイユ ｺﾄﾞﾓﾉﾋﾛﾊﾞｿﾚｲﾕ 家庭的保育事業所 井草

94 小鳥の詩 ｺﾄﾘﾉｳﾀ 小規模保育事業所 方南・和泉

95 コンビプラザ善福寺 ｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｻﾞｾﾞﾝﾌﾟｸｼﾞ 私立認可保育所 西荻窪

96 コンビプラザ桃井保育園 ｺﾝﾋﾞﾌﾟﾗｻﾞﾓﾓｲﾎｲｸｴﾝ 認証保育所 西荻窪

97 ザ・チャイルドクラブ荻窪 ｻﾞ･ﾁｬｲﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞｵｷﾞｸﾎﾞ ベビーホテル 荻窪

98 さくらさくみらい堀ノ内 ｻｸﾗｻｸﾐﾗｲﾎﾘﾉｳﾁ 私立認可保育所 高円寺

99 サニーサイドキッズルーム ｻﾆｰｻｲﾄﾞｷｯｽﾞﾙｰﾑ 家庭的保育事業所 阿佐谷

100 四宮 ｼﾉﾐﾔ 区立認可保育所 井草

101 島香織 ｼﾏｶｵﾘ 家庭福祉員 阿佐谷

102 下井草 ｼﾓｲｸﾞｻ 区立認可保育所 井草

103 下井草 ｼﾓｲｸﾞｻ 定期利用保育施設 井草

104 下井草北 ｼﾓｲｸﾞｻｷﾀ 保育室 井草

105 下井草南 ｼﾓｲｸﾞｻﾐﾅﾐ 保育室 井草

106 下高井戸 ｼﾓﾀｶｲﾄﾞ
区立認可保育所
（民営）

高井戸

107 下高井戸ここわ保育園 ｼﾓﾀｶｲﾄﾞｺｺﾜﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 方南・和泉

108 シュシュ保育室 ｼｭｼｭﾎｲｸｼﾂ 小規模保育事業所 西荻窪

109 松庵 ｼｮｳｱﾝ 区立認可保育所 西荻窪

110 頌栄 ｼｮｳｴｲ 私立認可保育所 西荻窪

111 小学館アカデミーにしおぎ南 ｼｮｳｶﾞｸｶﾝｱｶﾃﾞﾐｰﾆｼｵｷﾞﾐﾅﾐ 私立認可保育所 西荻窪

112
小学館アカデミーにしおぎ駅
前保育園

ｼｮｳｶﾞｯｶﾝｱｶﾃﾞﾐｰﾆｼｵｷﾞｴｷﾏｴﾎｲｸｴ
ﾝ

私立認可保育所 西荻窪

113 小規模保育事業所宮前北 ｼｮｳｷﾎﾞﾎｲｸｼﾞｷﾞｮｳｼｮﾐﾔﾏｴｷﾀ 小規模保育事業所 西荻窪

114 上水 ｼﾞｮｳｽｲ 私立認可保育所 高井戸

115 上水保育園清水分園 ｼﾞｮｳｽｲﾎｲｸｴﾝｼﾐｽﾞﾌﾞﾝｴﾝ 私立認可保育所 荻窪

116 上水保育園西荻分園 ｼﾞｮｳｽｲﾎｲｸｴﾝﾆｼｵｷﾞﾌﾞﾝｴﾝ 私立認可保育所 西荻窪

117 すぎこっこ保育園 ｽｷﾞｺｯｺﾎｲｸｴﾝ
企業主導型保育事
業所

高井戸

118 杉並 ｽｷﾞﾅﾐ 私立認可保育所 阿佐谷

119 杉並井荻雲母 ｽｷﾞﾅﾐｲｵｷﾞｷﾗﾗ 私立認可保育所 荻窪

120 杉並大宙みたけ ｽｷﾞﾅﾐｵｵｿﾞﾗﾐﾀｹ 私立認可保育所 高井戸

121 杉並元氣 ｽｷﾞﾅﾐｹﾞﾝｷ 私立認可保育所 井草
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122 杉並さゆり ｽｷﾞﾅﾐｻﾕﾘ 私立認可保育所 高円寺

123 杉並さゆり保育園幼児分園 ｽｷﾞﾅﾐｻﾕﾘﾎｲｸｴﾝﾖｳｼﾞﾌﾞﾝｴﾝ 私立認可保育所 高円寺

124 杉並たかいどいちご ｽｷﾞﾅﾐﾀｶｲﾄﾞｲﾁｺﾞ 私立認可保育所 荻窪

125 杉並の家 ｽｷﾞﾅﾐﾉｲｴ 私立認可保育所 阿佐谷

126 杉並の家ことり ｽｷﾞﾅﾐﾉｲｴｺﾄﾘ 私立認可保育所 阿佐谷

127 杉並の家さくら保育園 ｽｷﾞﾅﾐﾉｲｴｻｸﾗﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 阿佐谷

128 杉並の家ちゅうりっぷ ｽｷﾞﾅﾐﾉｲｴﾁｭｳﾘｯﾌﾟ 私立認可保育所 高井戸

129
（仮称）杉並の家浜田山一丁
目保育園

ｽｷﾞﾅﾐﾉｲｴﾊﾏﾀﾞﾔﾏｲｯﾁｮｳﾒﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 高井戸

130
杉並の家保育園浜田山駅前分
園

ｽｷﾞﾅﾐﾉｲｴﾎｲｸｴﾝﾊﾏﾀﾞﾔﾏｴｷﾏｴﾌﾞﾝｴ
ﾝ

私立認可保育所 高井戸

131
（仮称）すぎなみのぞみ保育
園

ｽｷﾞﾅﾐﾉｿﾞﾐﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 西荻窪

132 杉並ひまわり保育園 ｽｷﾞﾅﾐﾋﾏﾜﾘﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 阿佐谷

133 杉並保育園ソラグミ ｽｷﾞﾅﾐﾎｲｸｴﾝｿﾗｸﾞﾐ 小規模保育事業所 西荻窪

134 杉並ゆりかご ｽｷﾞﾅﾐﾕﾘｶｺﾞ 私立認可保育所 阿佐谷

135
スクルドエンジェル保育園下
高井戸園

ｽｸﾙﾄﾞｴﾝｼﾞｪﾙﾎｲｸｴﾝｼﾓﾀｶｲﾄﾞｴﾝ 小規模保育事業所 高井戸

136
スクルドエンジェル保育園方
南町園

ｽｸﾙﾄﾞｴﾝｼﾞｪﾙﾎｲｸｴﾝﾎｳﾅﾝﾁｮｳｴﾝ 小規模保育事業所 方南・和泉

137 聖心 ｾｲｼﾝ 私立認可保育所 荻窪

138 善福寺 ｾﾞﾝﾌﾟｸｼﾞ 区立認可保育所 西荻窪

139 善福寺 ｾﾞﾝﾌﾟｸｼﾞ 保育室 西荻窪

140 善福寺 ｾﾞﾝﾌﾟｸｼﾞ 定期利用保育施設 西荻窪

141 ソラーナやなぎくぼ ｿﾗｰﾅﾔﾅｷﾞｸﾎﾞ 小規模保育事業所 荻窪

142
（仮称）第二永福ここわ保育
園

ﾀﾞｲﾆｴｲﾌｸｺｺﾜﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 方南・和泉

143 高井戸 ﾀｶｲﾄﾞ
区立認可保育所
（民営）

高井戸

144 高井戸 ﾀｶｲﾄﾞ 定期利用保育施設 高井戸

145 高井戸北 ﾀｶｲﾄﾞｷﾀ 保育室 高井戸

146 高井戸東 ﾀｶｲﾄﾞﾋｶﾞｼ 区立認可保育所 高井戸

147
チャイルドルームパピーナ久
我山園

ﾁｬｲﾙﾄﾞﾙｰﾑﾊﾟﾋﾟｰﾅｸｶﾞﾔﾏｴﾝ 認証保育所 高井戸

148 ツクイ杉並保育園 ﾂｸｲｽｷﾞﾅﾐﾎｲｸｴﾝ
企業主導型保育事
業所

井草

149 テンダーラビング保育園天沼 ﾃﾝﾀﾞｰﾗﾋﾞﾝｸﾞﾎｲｸｴﾝｱﾏﾇﾏ 私立認可保育所 荻窪

150 doors新高円寺 ﾄﾞｱｰｽﾞｼﾝｺｳｴﾝｼﾞ
事業所内保育事業
所

高円寺

151 doors南阿佐ヶ谷 ﾄﾞｱｰｽﾞﾐﾅﾐｱｻｶﾞﾔ
事業所内保育事業
所

阿佐谷

152 東京立正 ﾄｳｷｮｳﾘｯｼｮｳ 私立認可保育所 高円寺
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153 中瀬 ﾅｶｾ 区立認可保育所 井草

154 中田美香 ﾅｶﾀﾐｶ 家庭福祉員 阿佐谷

155 なないろ ﾅﾅｲﾛ 家庭的保育事業所 井草

156 成田 ﾅﾘﾀ 区立認可保育所 阿佐谷

157 成田コスモ ﾅﾘﾀｺｽﾓ 私立認可保育所 阿佐谷

158 Nicot井荻 ﾆｺﾄｲｵｷﾞ 私立認可保育所 井草

159 にじいろ保育園荻窪 ﾆｼﾞｲﾛﾎｲｸｴﾝｵｷﾞｸﾎﾞ 認証保育所 荻窪

160 にじいろ保育園上井草 ﾆｼﾞｲﾛﾎｲｸｴﾝｶﾐｲｸﾞｻ 私立認可保育所 井草

161 にじいろ保育園浜田山 ﾆｼﾞｲﾛﾎｲｸｴﾝﾊﾏﾀﾞﾔﾏ 私立認可保育所 高井戸

162 にじいろ保育園南荻窪 ﾆｼﾞｲﾛﾎｲｸｴﾝﾐﾅﾐｵｷﾞｸﾎﾞ 私立認可保育所 荻窪

163 西永福らる小規模保育園 ﾆｼｴｲﾌｸﾗﾙｼｮｳｷﾎﾞﾎｲｸｴﾝ 小規模保育事業所 方南・和泉

164 西荻北 ﾆｼｵｷﾞｷ 区立認可保育所 西荻窪

165
（仮称）西荻窪きらきら保育
園

ﾆｼｵｷﾞｸﾎﾞｷﾗｷﾗﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 西荻窪

166 西澤芳 ﾆｼｻﾞﾜｶｵﾙ 家庭福祉員 荻窪

167 西田 ﾆｼﾀﾞ 区立認可保育所 阿佐谷

168 にじのいるか保育園杉並井草 ﾆｼﾞﾉｲﾙｶﾎｲｸｴﾝｽｷﾞﾅﾐｲｸﾞｻ 私立認可保育所 井草

169
にじのいるか保育園杉並松の
木

ﾆｼﾞﾉｲﾙｶﾎｲｸｴﾝｽｷﾞﾅﾐﾏﾂﾉｷ 私立認可保育所 阿佐谷

170 日生永福町駅前保育園ひびき ﾆｯｾｲｴｲﾌｸﾁｮｳｴｷﾏｴﾎｲｸｴﾝﾋﾋﾞｷ 私立認可保育所 方南・和泉

171 のはら ﾉﾊﾗ 私立認可保育所 阿佐谷

172 ハーモニー・キッズ ﾊｰﾓﾆｰ･ｷｯｽﾞ 小規模保育事業所 高井戸

173 ハーモニー・キッズ高井戸 ﾊｰﾓﾆｰ･ｷｯｽﾞﾀｶｲﾄﾞ ベビーホテル 高井戸

174 はっぴーほーむ ﾊｯﾋﾟｰﾎｰﾑ ベビーホテル 高円寺

175 ばにらびぃんず高円寺 ﾊﾞﾆﾗﾋﾞｨﾝｽﾞｺｳｴﾝｼﾞ
企業主導型保育事
業所

高円寺

176 パピーナ荻窪天沼保育園 ﾊﾟﾋﾟｰﾅｵｷﾞｸﾎﾞｱﾏﾇﾏﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 荻窪

177 パピーナ荻窪北口保育園 ﾊﾟﾋﾟｰﾅｵｷﾞｸﾎﾞｷﾀｸﾞﾁﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 荻窪

178 パピーナ西荻北 ﾊﾟﾋﾟｰﾅﾆｼｵｷﾞｷﾀ 私立認可保育所 西荻窪

179 パピーナ本天沼 ﾊﾟﾋﾟｰﾅﾎﾝｱﾏﾇﾏ 私立認可保育所 荻窪

180 浜田山 ﾊﾏﾀﾞﾔﾏ 区立認可保育所 阿佐谷

181 浜田山東 ﾊﾏﾀﾞﾔﾏﾋｶﾞｼ 保育室 阿佐谷

182 ぴーかーぶぅ ﾋﾟｰｶｰﾌﾞｩ 小規模保育事業所 方南・和泉

183
ビーフェアこども愛々保育園
阿佐谷南

ﾋﾞｰﾌｪｱｺﾄﾞﾓｱｲｱｲﾎｲｸｴﾝｱｻｶﾞﾔﾐﾅﾐ 認証保育所 阿佐谷
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184 ビーフェア中野富士見町 ﾋﾞｰﾌｪｱﾅｶﾉﾌｼﾞﾐﾁｮｳ 小規模保育事業所 高円寺

185 Picoナーサリ久我山 ﾋﾟｺﾅｰｻﾘｸｶﾞﾔﾏ 私立認可保育所 高井戸

186 Picoナーサリ久我山駅前 ﾋﾟｺﾅｰｻﾘｸｶﾞﾔﾏｴｷﾏｴ 私立認可保育所 高井戸

187 Picoナーサリ新高円寺 ﾋﾟｺﾅｰｻﾘｼﾝｺｳｴﾝｼﾞ 私立認可保育所 阿佐谷

188
（仮称）Picoナーサリ玉川上
水公園

ﾋﾟｺﾅｰｻﾘﾀﾏｶﾞﾜｼﾞｮｳｽｲｺｳｴﾝ 私立認可保育所 高井戸

189 Picoナーサリ和田堀公園 ﾋﾟｺﾅｰｻﾘﾜﾀﾞﾎﾘｺｳｴﾝ 私立認可保育所 方南・和泉

190 ぴっころきっず西荻窪北口園 ﾋﾟｯｺﾛｷｯｽﾞﾆｼｵｷﾞｸﾎﾞｷﾀｸﾞﾁｴﾝ 私立認可保育所 西荻窪

191 ぴっぴのもり ﾋﾟｯﾋﾟﾉﾓﾘ 小規模保育事業所 方南・和泉

192 ひととき保育高井戸 ﾋﾄﾄｷﾎｲｸﾀｶｲﾄﾞ ベビーホテル 高井戸

193 ひととき保育八成 ﾋﾄﾄｷﾎｲｸﾊﾁﾅﾘ ベビーホテル 井草

194 ひととき保育宮前 ﾋﾄﾄｷﾎｲｸﾐﾔﾏｴ ベビーホテル 西荻窪

195 ピノキオ幼児舎井荻 ﾋﾟﾉｷｵﾖｳｼﾞｼｬｲｵｷﾞ 私立認可保育所 井草

196 ピノキオ幼児舎井草保育園 ﾋﾟﾉｷｵﾖｳｼﾞｼｬｲｸﾞｻﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 井草

197 ピノキオ幼児舎荻窪園 ﾋﾟﾉｷｵﾖｳｼﾞｼｬｵｷﾞｸﾎﾞｴﾝ 認証保育所 荻窪

198 ピノキオ幼児舎新高円寺園 ﾋﾟﾉｷｵﾖｳｼﾞｼｬｼﾝｺｳｴﾝｼﾞｴﾝ 認証保育所 高円寺

199 ピノキオ幼児舎桃井 ﾋﾟﾉｷｵﾖｳｼﾞｼｬﾓﾓｲ 私立認可保育所 西荻窪

200 ピノキオ幼児舎和田 ﾋﾟﾉｷｵﾖｳｼﾞｼｬﾜﾀﾞ 私立認可保育所 高円寺

201
ひのまるキッズガーデンナー
サリー

ﾋﾉﾏﾙｷｯｽﾞｶﾞｰﾃﾞﾝﾅｰｻﾘｰ 私立認可保育所 荻窪

202 ひまわり園 ﾋﾏﾜﾘｴﾝ 家庭的保育事業所 方南・和泉

203 ピヨピヨおうちえん ﾋﾟﾖﾋﾟﾖｵｳﾁｴﾝ
事業所内保育事業
所

西荻窪

204 ピヨピヨおうちえん荻窪駅前 ﾋﾟﾖﾋﾟﾖｵｳﾁｴﾝｵｷﾞｸﾎﾞｴｷﾏｴ 小規模保育事業所 荻窪

205 FunFun保育室 ﾌｧﾝﾌｧﾝﾎｲｸｼﾂ 家庭的保育事業所 阿佐谷

206 フェアリーテイル永福町園 ﾌｪｱﾘｰﾃｲﾙｴｲﾌｸﾁｮｳｴﾝ
企業主導型保育事
業所

方南・和泉

207
（仮称）ふたばクラブ柏の宮
保育園

ﾌﾀﾊﾞｸﾗﾌﾞｶｼﾉﾐﾔﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 高井戸

208 ふたばクラブ西永福 ﾌﾀﾊﾞｸﾗﾌﾞﾆｼｴｲﾌｸ 小規模保育事業所 方南・和泉

209
ふたばクラブ浜田山駅前保育
園

ﾌﾀﾊﾞｸﾗﾌﾞﾊﾏﾀﾞﾔﾏｴｷﾏｴﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 高井戸

210
ふたばクラブ浜田山井の頭通
り

ﾌﾀﾊﾞｸﾗﾌﾞﾊﾏﾀﾞﾔﾏﾋﾉｶｼﾗﾄﾞｵﾘ 小規模保育事業所 阿佐谷

211 ベネッセ杉並和泉 ﾍﾞﾈｯｾｽｷﾞﾅﾐｲｽﾞﾐ 私立認可保育所 方南・和泉

212 保育園夢未来井荻園 ﾎｲｸｴﾝﾕﾒﾐﾗｲｲｵｷﾞｴﾝ 認証保育所 井草

213 保育所Agape八幡山園 ﾎｲｸｼｮｱｶﾞﾍﾟｰﾊﾁﾏﾝﾔﾏｴﾝ ベビーホテル 高井戸

214 保育所くまこぐま ﾎｲｸｼｮｸﾏｺｸﾞﾏ
企業主導型保育事
業所

西荻窪
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215
保育所ちびっこランドおぎく
ぼ園

ﾎｲｸｼｮﾁﾋﾞｯｺﾗﾝﾄﾞｵｷﾞｸﾎﾞｴﾝ ベビーホテル 荻窪

216
保育所中野富士見町きらきら
園

ﾎｲｸｼｮﾅｶﾉﾌｼﾞﾐﾁｮｳｷﾗｷﾗｴﾝ ベビーホテル 高円寺

217
保育センターこどもの木かげ
野のはな空のとり

ﾎｲｸｾﾝﾀｰｺﾄﾞﾓﾉｷｶｹﾞﾉﾉﾊﾅｿﾗﾉﾄﾘ 私立認可保育所 高井戸

218 保育ルームたんぽぽ ﾎｲｸﾙｰﾑﾀﾝﾎﾟﾎﾟ ベビーホテル 阿佐谷

219
保育ルームＦｅｌｉｃｅ高円
寺Ⅱ園

ﾎｲｸﾙｰﾑﾌｪﾘｽｺｳｴﾝｼﾞ2ｴﾝ
企業主導型保育事
業所

高円寺

220 保育ルームFelice高円寺園 ﾎｲｸﾙｰﾑﾌｪﾘｽｺｳｴﾝｼﾞｴﾝ ベビーホテル 高円寺

221 保育ルーム方南 ﾎｲｸﾙｰﾑﾎｳﾅﾝ 家庭的保育事業所 方南・和泉

222 方南町キッズワールド ﾎｳﾅﾝﾁｮｳｷｯｽﾞﾜｰﾙﾄﾞ ベビーホテル 方南・和泉

223 方南隣保館 ﾎｳﾅﾝﾘﾝﾎﾟｶﾝ 私立認可保育所 方南・和泉

224 ほっぺるランド西荻窪 ﾎｯﾍﾟﾙﾗﾝﾄﾞﾆｼｵｷﾞｸﾎﾞ 小規模保育事業所 西荻窪

225
ポピンズナーサリースクール
阿佐ヶ谷

ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙｱｻｶﾞﾔ 認証保育所 阿佐谷

226
ポピンズナーサリースクール
久我山

ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙｸｶﾞﾔﾏ 私立認可保育所 高井戸

227
ポピンズナーサリースクール
方南町

ﾎﾟﾋﾟﾝｽﾞﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙﾎｳﾅﾝﾁｮｳ 私立認可保育所 方南・和泉

228 堀ノ内 ﾎﾘﾉｳﾁ 区立認可保育所 方南・和泉

229 堀ノ内 ﾎﾘﾉｳﾁ 保育室 方南・和泉

230 堀ノ内東 ﾎﾘﾉｳﾁﾋｶﾞｼ
区立認可保育所
（民営）

高円寺

231 本天沼 ﾎﾝｱﾏﾇﾏ 区立認可保育所 荻窪

232 マグハウス西荻 ﾏｸﾞﾊｳｽﾆｼｵｷﾞ 小規模保育事業所 西荻窪

233 マグハウス西荻第２ ﾏｸﾞﾊｳｽﾆｼｵｷﾞﾀﾞｲ2 小規模保育事業所 西荻窪

234 まことのぶどうの木Nursery ﾏｺﾄﾉﾌﾞﾄﾞｳﾉｷﾅｰｻﾘｰ ベビーホテル 西荻窪

235 マザーズハート成田東園 ﾏｻﾞｰｽﾞﾊｰﾄﾅﾘﾀﾋｶﾞｼｴﾝ 家庭的保育事業所 阿佐谷

236 松ノ木 ﾏﾂﾉｷ 区立認可保育所 高円寺

237 まなびの森保育園荻窪 ﾏﾅﾋﾞﾉﾓﾘﾎｲｸｴﾝｵｷﾞｸﾎﾞ 私立認可保育所 荻窪

238 まなびの森保育園高井戸 ﾏﾅﾋﾞﾉﾓﾘﾎｲｸｴﾝﾀｶｲﾄﾞ 私立認可保育所 高井戸

239 馬橋 ﾏﾊﾞｼ 私立認可保育所 高円寺

240 マミー高円寺 ﾏﾐｰｺｳｴﾝｼﾞ 私立認可保育所 高円寺

241
マミーズエンジェル高円寺駅
前保育園

ﾏﾐｰｽﾞｴﾝｼﾞｪﾙｺｳｴﾝｼﾞｴｷﾏｴﾎｲｸｴﾝ 認証保育所 高円寺

242 マリア保育園 ﾏﾘｱﾎｲｸｴﾝ 認証保育所 高円寺

243 南阿佐ヶ谷 ﾐﾅﾐｱｻｶﾞﾔ 保育室 阿佐谷

244 南阿佐ヶ谷第二 ﾐﾅﾐｱｻｶﾞﾔﾀﾞｲﾆ 定期利用保育施設 阿佐谷

245 南阿佐ヶ谷どみそ ﾐﾅﾐｱｻｶﾞﾔﾄﾞﾐｿ 小規模保育事業所 阿佐谷
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参考資料２

№ 施設名称 カナ名称 施設種別 該当地域

246 宮前 ﾐﾔﾏｴ 区立認可保育所 荻窪

247 宮前おおぞら ﾐﾔﾏｴｵｵｿﾞﾗ 私立認可保育所 荻窪

248 むさしの ﾑｻｼﾉ 私立認可保育所 方南・和泉

249 むさしの保育園方南分園 ﾑｻｼﾉﾎｲｸｴﾝﾎｳﾅﾝﾌﾞﾝｴﾝ 私立認可保育所 方南・和泉

250 村岡幸江 ﾑﾗｵｶﾕｷｴ 家庭福祉員 高円寺

251 明愛 ﾒｲｱｲ 私立認可保育所 高円寺

252 もしもしのほし高円寺保育園 ﾓｼﾓｼﾉﾎｼｺｳｴﾝｼﾞﾎｲｸｴﾝ
企業主導型保育事
業所

高円寺

253 桃井グループ保育室 ﾓﾓｲｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｲｸｼﾂ グループ保育室 荻窪

254 山吹あさがやきた ﾔﾏﾌﾞｷｱｻｶﾞﾔｷﾀ 私立認可保育所 阿佐谷

255 ゆめの樹保育園おぎくぼ ﾕﾒﾉｷﾎｲｸｴﾝｵｷﾞｸﾎﾞ 私立認可保育所 荻窪

256 ゆめの樹保育園たかいどにし ﾕﾒﾉｷﾎｲｸｴﾝﾀｶｲﾄﾞﾆｼ 私立認可保育所 高井戸

257 ゆめの樹保育園なりたにし ﾕﾒﾉｷﾎｲｸｴﾝﾅﾘﾀﾆｼ 私立認可保育所 阿佐谷

258 ゆらりん荻窪 ﾕﾗﾘﾝｵｷﾞｸﾎﾞ 私立認可保育所 荻窪

259 ゆらりんMOMOの家保育園 ﾕﾗﾘﾝﾓﾓﾉｲｴﾎｲｸｴﾝ 認証保育所 阿佐谷

260 よくふう ﾖｸﾌｳ
事業所内保育事業
所

高井戸

261 よつぎ永福保育園 ﾖﾂｷﾞｴｲﾌｸﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 方南・和泉

262 ラ・プリマブランカえいふく ﾗ･ﾌﾟﾘﾏﾌﾞﾗﾝｶｴｲﾌｸ 私立認可保育所 方南・和泉

263
りとるうぃず阿佐ヶ谷駅前保
育園

ﾘﾄﾙｳｨｽﾞｱｻｶﾞﾔｴｷﾏｴﾎｲｸｴﾝ
企業主導型保育事
業所

阿佐谷

264 レイモンド下高井戸保育園 ﾚｲﾓﾝﾄﾞｼﾓﾀｶｲﾄﾞﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 方南・和泉

265 若杉 ﾜｶｽｷﾞ 保育室 荻窪

266 和田 ﾜﾀﾞ 区立認可保育所 高円寺

267 和田ここわ ﾜﾀﾞｺｺﾜ 私立認可保育所 方南・和泉

268 和田堀 ﾜﾀﾞﾎﾘ 定期利用保育施設 高円寺

269 和田南 ﾜﾀﾞﾐﾅﾐ 保育室 高円寺

№ 施設名称 カナ名称 施設種別 該当地域

270
（仮称）あい・あい保育園西
荻窪園

ｱｲ･ｱｲﾎｲｸｴﾝﾆｼｵｷﾞｸﾎﾞｴﾝ 私立認可保育所 西荻窪

271
（仮称）かえで保育園杉並和
泉

ｶｴﾃﾞﾎｲｸｴﾝｽｷﾞﾅﾐｲｽﾞﾐ 私立認可保育所 方南・和泉

272
（仮称）杉並西荻窪雲母保育
園

ｽｷﾞﾅﾐﾆｼｵｷﾞｸﾎﾞｷﾗﾗﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 西荻窪

273
（仮称）成田東コスモス保育
園

ﾅﾘﾀﾋｶﾞｼｺｽﾓｽﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 阿佐谷

274
（仮称）ピノキオ幼児舎浜田
山保育園

ﾋﾟﾉｷｵﾖｳｼﾞｼｬﾊﾏﾀﾞﾔﾏﾎｲｸｴﾝ 私立認可保育所 高井戸

平成31年４月１日以降に開設予定が決まった施設
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