
住所 電話番号

1 クローバー 相原町3338-1 042-782-4401

2 市立こうさぎ 相原町792 042-772-3034

3 多摩境敬愛 小山町4464 042-775-1470

4 敬愛桃の実 小山ケ丘3-28 042-770-1113

5 小山 小山町2502 042-797-3042

5 小山分園（なのはな） 小山町3166-1 042-775-6300

6 小野路 小野路町1416 042-735-2314

6 小野路分園 野津田町1084-1 042-708-0231

7 市立大蔵 大蔵町1984 042-735-3600

8 ききょう 鶴川1-16-7 042-735-2242

9 つるかわ 大蔵町2177-2 042-735-5562

10 花の木 真光寺3-1-6 042-734-6113

11 東平ひまわり 広袴町543-1 042-736-2266

12 三輪あいこう 三輪町82-7 044-987-9871

13 三輪 三輪町1720-8 044-989-4639

13 三輪分園 三輪町1760-3 044-988-8287

14 桜台 小山田桜台1-18 042-797-5131

15 子どもの森 常盤町2970-1 042-798-7321

15 子どもの森分園（もりのこ） 小山町1016 042-798-0603

16 町田ときわ 常盤町3465-1 042-797-3345

17 ユニケ 山崎町457 042-791-0800

18 しぜんの国 忠生2-5-3 042-793-4169

18 しぜんの国分園（風の丘） 忠生2-7-5 042-793-2889

19 たかね第二 山崎町1555 042-793-6736

20 市立山崎 山崎町2130 042-792-0155

21 たかね 山崎町2160 042-791-2705 住所 電話番号

22 市立わかば 本町田2591-20 042-726-1007 あ 相原 相原町4445-3 042-782-2104

23 ひかりの子 木曽西1-34-1 042-793-6836 い 町田すみれ 小山町4365-1 042-773-1151

23 ひかりの子分園（ぶどうの木） 根岸町408 042-793-1377 う 子どもの森 常盤町3031-2 042-797-7631

24 木曽 木曽東4-13-7 042-792-0361 え 桜美林 常磐町3613-3 042-797-0796

25 すみれ 木曽東2-8-1 042-723-3229 お 町田自然 忠生2-7-5 042-791-0015

26 市立森野 森野4-8-10 042-722-0352 か 鶴川女子短期大学付属 三輪町122 044-988-4074

27 市立森野三丁目 森野3-11-16 042-710-7888 き 夢の森 三輪町1051-2 044-988-7811

28 市立本町田 本町田29 042-723-2789 く 鶴川平和台 能ヶ谷町1648-3 042-735-4918 住所 電話番号

29 未来保育ＣＬＵＢ 中町1-31-4 042-729-8228 け 慶松 鶴川1-5-2 042-735-3252 一 開進 本町田3350-24 042-725-7851

30 赤ちゃんの家 原町田6-27-10 042-726-9558 こ 鶴川シオン 大蔵町2216 042-735-3136 二 カナリヤ 山崎町2088-1 042-791-2290

31 市立町田 原町田6-26-15 042-722-2679 さ 和光鶴川 真光寺町1271-1 042-735-2291 三 子どもの森 常盤町3031-2 042-797-7631

32 なごみ 原町田5-1-5 042-724-0753 し 鶴川若竹 野津田1303 042-735-5210 四 町田こばと 本町田2904 042-723-1494

33 玉川さくら 玉川学園3-35-48 042-725-2166 す 玉川学園幼稚部 玉川学園6-1-1 042-739-8623 五 高ヶ坂 高ヶ坂400 042-728-0321

34 草笛 本町田3133-5 042-725-2652 せ 玉川中央 玉川学園2-3-27 042-725-8446 住所 電話番号

35 ゆうき山 金井町2938-14 042-737-7607 そ 藤の台 金井町3040-2 042-725-5472

36 金森 金森469-1 042-723-3664 た 開進 本町田3350-24 042-725-7851

37 成瀬南野 成瀬が丘3-22-1 042-795-2101 ち 町田こばと 本町田2904 042-723-1494 Ⅱ ぽっぽの森保育園 大蔵町410 042-860-1515

38 ねむの木 金森1073 042-706-0733 つ さふらん 本町田2441 042-791-0036

39 こひつじ 原町田2-11-5 042-722-2672 て 山ゆり 本町田3450 042-723-2474

39 こひつじ分園 原町田2-18-3 042-739-2251 と カナリヤ 山崎町2088-1 042-791-2290

40 こうりん 金森208 042-725-7070 な 正和 山崎町2261-1 042-791-2746

41 町田南 金森1793-435 042-796-8346 に 境川 木曽東3-16-17 042-791-3680

42 光の原 小川1274-2 042-788-5381 ぬ きそ 木曽東1-27-26 042-722-5144

43 田園 鶴間411-4 042-795-1081 ね 町田文化 旭町1-17 042-726-1008

44 高ヶ坂 高ヶ坂588-1 042-727-2373 の 高ヶ坂 高ヶ坂400 042-728-0321

45 高ヶ坂ふたば 高ヶ坂867-1 042-720-8215 は 立華 高ヶ坂976-1 042-726-4976

46 町田わかくさ 成瀬1263 042-728-0288 ひ 第一富士 成瀬1416 042-723-4055 Ⅶ 小田急ムック鶴川園 能ヶ谷町66 042-708-1451

47 成瀬くりの家 成瀬1-5-1 042-710-8177 ふ 光 金森1218 042-796-1912 住所 電話番号

48 こばと 金森1392-1 042-796-3628 へ 成瀬台 成瀬台2-2-12 042-726-9123 Ａ ｽｸﾞﾅﾙ・ﾎﾟｯﾄ保育ﾙｰﾑ 高ヶ坂119-12 042-720-5235

49 南つくし野 南つくし野2-17-1 042-788-5228 ほ 原町田 原町田3-9-16 042-722-2454 Ｂ 町田旭町託児室 旭町2-2-3 042-725-5082

50 サンフィール 小山町4604-1 ま 町田こひつじ 高ヶ坂1490-1 042-723-3687 Ｃ たんぽぽ保育室 金井町2-34-7 042-736-2498

51 おひさま共同 野津田町498-1 み 町田ひまわり 金森1-8-26 042-726-1207 Ｄ にじの丘家庭保育室 能ヶ谷町3015-20 042-736-7699

52 井の花 大蔵町530-1 む 小川 小川1-18-1 042-795-1134 Ｅ Aloha　keiki家庭保育室 玉川学園4-23-14 042-729-7853

53 みどりの森 能ヶ谷町2014-2 め つくし野天使 つくし野2-18-4 042-795-5127 Ｆ ほっぺのなかまほいくしつ 東玉川学園2-15-9 042-723-5090

54 すみれ第二 木曽東2-3-22 も 南ヶ丘 小川1546-3 042-795-0057 住所 電話番号

55 ハッピードリーム鶴間 鶴間579-3 や 鶴間 鶴間437 042-795-1450 イ こざくら保育室 木曽東1-6-25 042-725-1378 31
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