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１．保育所等一覧（区へ申し込みをする施設・事業）

●地図No. ・・・ エリア表記のため欠番があります。

●種別 ・・・ ［市立］＝市立認可保育所　　　　 　［私立］＝私立認可保育所　　　 ［こども園］＝認定こども園＊
●種別 ・・・ ［家庭的］＝家庭的保育事業　　　  ［小規模］＝小規模保育事業

　　　　※種別の詳細は、利用案内P.4を参照してください。
　　　　＊認定こども園は月額利用料以外にも、入園金等の費用負担があります。詳細は施設へ直接お問い合わせください。

●開所時間・保育時間 ・・・ 保育時間（標準時間・短時間）については利用案内P.8、P.9を参照してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※延長保育実施の有無、利用の条件等は各施設にお問い合わせください。

●受入月齢 ・・・ 利用案内表紙に記載のクラス年齢、または入所月1日時点で受入月齢に到達している場合に利用できます。

●家庭的保育事業・小規模保育事業の卒園児の進級先について ・・・ どの施設（認定こども園、幼稚園、認可保育所）を
　　連携施設として設定しているか、また「卒園後の進級先の確保」の状況については、右のリンクよりご確認ください。

■□■ たまプラーザ駅周辺 ①  ■□■

(標) 7:30 ～ 18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    901-7190     901-7197 (短) 8:30 ～ 16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～ 18:30
    914-6640     914-6641 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～ 18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    905-1766     905-1769 (短) 8:30 ～ 16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～ 18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    913-1151     913-1152 (短) 8:30 ～ 16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～ 18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    905-2788     905-2750 (短) 8:30 ～ 16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～ 18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    905-0837     904-3897 (短) 8:30 ～ 16:30 (短) 8:00 ～ 16:00

(標) 7:30 ～ 18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    905-2252     905-2253 (短) 8:30 ～ 16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～ 18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    905-2781     905-2782 (短) 8:30 ～ 16:30 (短) 7:30 ～ 15:30

(標) 7:30 ～ 18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    910-5686     910-5688 (短) 8:30 ～ 16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

★ 見学の申し込みは直接各施設へご連絡ください ★

※もみじ第二保育園
(地図No.91)で共同

保育を実施

8 私
立

ニチイキッズ
美しが丘保育園

美しが丘4-24-2
たまプラーザ駅15分 ／ あざみ

野駅からバス「平川」2分

7:00～20:00 7:00～18:30

9 私
立

たまプラーザ
こどもの詩(うた)保育園

新石川2-1-15
たまﾌﾟﾗｰｻﾞﾃﾗｽﾘﾝｸﾌﾟﾗｻﾞ4階

たまプラーザ駅1分

7:00～20:00 7:00～18:00
生後57日～ 50名

たまプラーザもみじ保育園

生後57日～ 90名

120名 〇

6か月 ～ 〇111名

生後57日～ 120名 〇

〇

7:00～18:00
生後57日～ 78名 ー

7:00～18:00
6か月～ 40名 ー

7:00～18:00
生後57日～ 76名

ポピンズナーサリースクール
たまプラーザ

受入
月齢 定員 一時

保育

7:00～20:00 7:00～18:00

平日 土曜日
地図
No.

種
別 施設名 ／ 連絡先 所在地 ／ アクセス

(時間は徒歩での目安)
開所時間/保育時間 (標:標準時間) (短:短時間)

新石川3-17-1
たまプラーザ駅5分

7:15～19:30
生後57日～

横浜市美しが丘保育園 美しが丘2-2-1
たまプラーザ駅5分

7:00～19:00 7:30～18:30
1 市

立

2 私
立

3 私
立

アートチャイルドケア
ろりぽっぷ たまプラーザ 美しが丘2-12-1

たまプラーザ駅7分

7:00～20:30 7:30～19:00
生後57日～ 90名 〇

4 私
立

青葉フレール保育園 新石川2-9-6
たまプラーザ駅4分

美しが丘5-2-34
たまプラーザ駅7分／あざみ

野駅7分

7:00～20:00

7 私
立

小学館アカデミー
たまプラーザ保育園 美しが丘2-18-8

たまプラーザ駅7分

7:00～20:00

6 私
立

パレット保育園
たまプラーザ

美しが丘1-1-2
たまﾌﾟﾗｰｻﾞﾃﾗｽｹﾞｰﾄﾌﾟﾗｻﾞ3階

たまプラーザ駅1分

7:00～20:00

－

青葉区内保育施設・事業等一覧
《令和４年度版》　令和４年10月12日時点の情報です。

内容は変更になる可能性がありますので、利用する前に各施設にお問い合わせください。

ー5 私
立
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■□■ たまプラーザ駅周辺 ②  ■□■

(標) 7:30 ～ 18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    910-3091     910-3092 (短) 8:30 ～ 16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～ 18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    511-7240     511-7241 (短) 8:30 ～ 16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～ 18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    901-4141     532-6445 (短) 8:30 ～ 16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～ 18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    479-7359     479-7359 (短) 8:30 ～ 16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～ 18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    507-7767     507-7768 (短) 8:30 ～ 16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～ 18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    532-8325     532-8725 (短) 8:30 ～ 16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～ 18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    910-0472     910-0473 (短) 8:30 ～ 16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:00 ～ 18:00 (標) 7:00 ～ 18:00
    532-6687     532-6687 (短) 8:30 ～ 16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～ 18:30
    509-1921     509-1931 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～ 18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    901-8391     532-6532 (短) 8:30 ～ 16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

地図
No.

種
別 施設名 ／ 連絡先 所在地 ／ アクセス

(時間は徒歩での目安)
開所時間/保育時間 (標:標準時間) (短:短時間) 受入

月齢 定員 一時
保育平日 土曜日

生後57日～
2歳児クラス 12名 ー

といろきっず美しが丘保
育園（地図No.B）で

共同保育を実施

T
小
規
模

たまプラーザベビーリー
乳幼児室

美しが丘1-6-5
ｺﾒｰﾙﾋﾞﾙ2階

たまプラーザ駅徒歩3分

7:30～18:30
生後57日～
2歳児クラス 19名 ー

7:30～18:30

S
小
規
模

といろきっず
たまプラーザ保育園

美しが丘5-2-4
たまプラーザ駅7分／あざみ

野駅7分

7:30～19:30

16 私
立

A
小
規
模

14 私
立

たまプラーザ小桜愛児園 新石川2-3-15
たまプラーザ駅2分

7:00～19:00

7:30～19:00
生後57日～ 60名

7:00～19:00
生後57日～ 90名

60名

13 私
立

木下の保育園
たまプラーザ 新石川3-5-2

たまプラーザ駅5分

7:30～20:30 7:30～18:30

12 私
立

グローバルキッズ
たまプラーザ保育園 美しが丘2-17-16

たまプラーザ駅5分

7:30～20:30
－

7:00～18:00
生後57日～ 60名 －

11 私
立

美しが丘どろんこ保育園 美しが丘1-23-6
たまプラーザ駅12分

7:00～20:00 7:00～20:00
生後57日～ 60名 〇

10 私
立

スターチャイルド
≪たまプラーザナーサリー≫ 新石川2-4-7

たまプラーザ駅3分

7:00～20:00

生後57日～ 63名 ー

15 私
立

グローバルキッズ
美しが丘保育園

美しが丘1-8-1
ﾄﾞﾚｯｾWISEたまﾌﾟﾗｰｻﾞC棟2階

たまプラーザ駅5分

7:30～20:30 7:30～18:30
生後57日～ 63名 〇

〇

ー

たまプラーザぽんた保育園 美しが丘1-23-5
たまプラーザ駅10分

7:00～19:30 7:00～18:00
6か月～

2歳児クラス 12名 ー

京進のほいくえんHOPPA
たまプラーザ

新石川3-2-5
FUJIKYU8

たまプラーザ駅2分

7:00～19:30 7:30～18:30
6か月 ～
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■□■ あざみ野駅周辺 ■□■

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    902-7207     902-7235 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    901-0141     901-7291 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    901-7447     902-8581 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    904-0691     904-0692 (短) 8:30 ～16:30 (短) 7:00 ～ 15:00

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    909-6363     909-6363 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    903-5522     507-5512 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    901-4834     902-8271 (短) 9:00 ～17:00 (短) 9:00 ～ 17:00

(標) 7:00 ～18:00 (標) 7:00 ～ 18:00
    532-8641     532-8642 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    479-1602     479-1666 (短) 8:00 ～16:00 (短) 8:00 ～ 16:00

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    973-4650     973-4655 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30
    971-5862     971-5821 (短) 8:30 ～16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    901-3260     901-3266 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    509-1956     509-1957 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    532-5226     530-3133 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:00 ～18:00 (標) 7:00 ～ 18:00
    530-5776     530-5776 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

〇

天才キッズクラブ楽学館
　　あざみ野園 美しが丘5-33-4

あざみ野駅7分

7:00～20:00 7:00～18:00
生後57日～

ー

19名 ー

保育所まぁむ あざみ野園 新石川1-26-1
グラシューズあざみ野1階

あざみ野駅7分

7:30～19:30 7:30～18:30
6か月～

2歳児クラス 19名 ー

といろきっず
美しが丘保育園

美しが丘5-34-4
第５吉春ビル１階

あざみ野駅6分

7:30～19:30 7:30～18:30
生後57日～
2歳児クラス

あざみ野ひだまり保育園 あざみ野2-28-9
ルミナスミユキ201
あざみ野駅6分

7:00～19:30
10名

オ

こ
ど
も
園

幼稚園型認定こども園
大場白ゆり幼稚園

大場町231
あざみ野駅からバス「大場坂上」5
分/市が尾駅からバス「大場町入

口」7分

7:30～19:00
3歳児
クラス～ 9名

Q
小
規
模

R
小
規
模

7:00～18:00
6か月～

2歳児クラス

あざみ野白ゆり幼稚園
（地図No.エ）で
共同保育を実施

7:00～20:00

エ

こ
ど
も
園

幼保連携型認定こども園
あざみ野白ゆり幼稚園

大場町596
あざみ野駅からバス「大場町」3

分または「大場子の神」1分

7:30～19:00 7:30～18:30
1歳児
クラス～ 48名

7:30～18:30
生後57日～ 60名

7:00～19:30
生後57日～ 109名 〇

ー

B
小
規
模

生後57日～ 60名 ー

アスクあざみ野保育園 あざみ野2-8-13
あざみ野駅3分

7:00～20:00 7:00～19:00
生後57日～ 60名 ー27 私

立

28 私
立 54名 ー

29

ー

カ

こ
ど
も
園

幼保連携型認定こども園
つどいの森もみの木こども園

もみの木台16-13
あざみ野駅からバス「もみの木

台」2分

7:00～20:00 7:00～18:30
6か月～ 70名 〇

24 私
立

エンゼルベア
あざみ野保育園 新石川1-13-1

あざみ野駅3分

7:30～20:00

ー

26 私
立

グローバルキッズ
あざみ野園 新石川1-2-10

あざみ野駅4分

7:30～20:30

私
立

ポピンズナーサリースクール
あざみ野 あざみ野2-35-12

あざみ野駅10分

20 市
立

横浜市すすき野保育園 すすき野2-8-6
あざみ野駅からバス「虹ヶ丘

団地」5分

7:00～19:00 7:30～18:30

地図
No.

種
別 施設名 ／ 連絡先 所在地 ／ アクセス

(時間は徒歩での目安)
開所時間／保育時間(標)(短)

－

－

受入
月齢

180名 －

6か月～

平日 土曜日

106名

定員 一時
保育

7:30～19:00

128名

6か月～

22 私
立

シャローム保育園 あざみ野3-11-27
あざみ野駅20分／あざみ野駅
からバス「あざみ野団地」5分

7:00～19:00 7:30～18:30
1歳児
クラス～

21 私
立

23 私
立

青葉保育園 7:00～18:00

小桜愛児園 あざみ野1-32-6
あざみ野駅10分

7:30～19:00 7:30～18:30

7:30～18:30
生後57日～ 54名

荏子田3-23-10
たまﾌﾟﾗｰｻﾞ駅又はあざみ野駅
からバス「荏子田３丁目」1分
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■□■ 江田駅周辺 ■□■

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    912-4828     912-4863 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    912-6178     912-0871 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    350-8746     350-8747 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    914-3344     914-3345 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:00 ～18:00 (標) 7:00 ～ 18:00
    532-5566     532-5566 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    530-4407     530-4408 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

※荏田北保育園は令和５年４月に認定こども園へ移行予定です。

－

－

C
小
規
模

江田ひまわり保育園 荏田西2-35-1
ｳｴｽﾄﾊﾟｰｸﾋﾙｽﾞ105

江田駅11分

7:00～19:30 7:00～18:00
5か月～

2歳児クラス 12名 ー

D
小
規
模

ミアヘルサ保育園ひびき
江田

荏田北1-2-8
ﾕｰﾜﾋﾞﾙC号室

江田駅5分

7:30～19:30 7:30～18:30
生後57日～
2歳児クラス 19名

42 私
立

にじいろ保育園江田 荏田町2361-3
林ビル1階
江田駅2分

7:00～20:00 7:00～18:00
生後57日～

43 私
立

スターチャイルド
≪荏田北ナーサリー≫ 荏田北1-13-14

江田駅7分

7:00～20:30

41 私
立

スターチャイルド
≪江田ナーサリー≫

あざみ野南2-4-7
ｾﾝﾄﾗﾙﾋﾞﾙ徳江１階

江田駅6分

7:00～20:30 7:00～18:00

120名

生後57日～ 30名

7:00～18:00
生後57日～ 60名

〇

定員 一時
保育

－

54名 －

平日 土曜日
7:00～18:30

受入
月齢

40 私
立

荏田北保育園（※） 荏田北3-6-14
江田駅5分

7:00～20:00

地図
No.

種
別 施設名 ／ 連絡先 所在地 ／ アクセス

(時間は徒歩での目安)
開所時間／保育時間(標)(短)

6か月～
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■□■ 市が尾駅周辺 ■□■

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    911-5860     911-5890 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    911-3623     911-3666 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    973-8944     973-7250 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    978-0217     978-0218 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    910-0662     910-0663 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    973-3085     532-9597 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30
    508-9523     508-9524 (短) 8:30 ～16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    972-0343     972-0343 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30
    532-6407     532-6407 (短) 8:30 ～16:30

(標) 8:00 ～18:00
    517-3088     515-5316 (短) 8:30 ～16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    507-7291     479-3022 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

※ピッピ保育園は、令和７年４月より、現在のピッピみんなの保育園施設に移転・統合し、「ピッピ保育園」として運営する予定です。

55 私
立

グローバルキッズ市が尾園 市ケ尾町1063-4
エトモ市が尾4階

市が尾駅1分

7:30～20:30 7:30～19:00

F
小
規
模

りとる・ピッピ 市ケ尾町1065-5
市ケ尾森ﾋﾞﾙ五番館104,105

市が尾駅2分

7:30～18:30

Ｈ
小
規
模

29名 〇

60名 －

57 私
立

6か月～

56 私
立

ピッピみんなの保育園

ー
7:30～18:30

〇
ピッピ保育園（地図
No.54）で共同保育

を実施

56名 －

8:00～18:00 ピッピ保育園（地図
No.54）で共同保育

を実施

6か月～
2歳児クラス 6名

生後57日～
2歳児クラス 12名

ー

〇

〇

53 私
立

市が尾こどものいえ保育園 市ケ尾町498-8
市が尾駅15分／市が尾駅

からバス「天ヶ谷」3分

7:00～19:30 7:00～18:00
生後57日～ 60名

私
立

ベネッセ 市ヶ尾駅前保育園 市ケ尾町1153-3
第2蕪木ﾋﾞﾙ2階

市が尾駅2分

7:00～20:00

Ｇ

54 私
立

ピッピ保育園（※） 荏田西3-1-19
市が尾駅10分

7:30～20:00 7:30～18:30
1歳児
クラス～ 25名

市ヶ尾保育園 市ケ尾町524-15
市が尾駅13分

7:00～20:30
生後57日～ 60名

7:30～18:30

市ケ尾町1161-8
くらしてらす2階
市が尾駅7分

7:30～19:30
生後57日～

ピッピ保育園（地図
No.54）で共同保育

を実施

ミアヘルサ保育園ひびき
市が尾 市ケ尾町1158-1

市が尾駅2分

7:30～19:30
生後57日～
2歳児クラス 19名

－

52

生後57日～ 102名 ○

7:30～18:30
生後57日～

51 私
立

サンキッズ荏田西保育園 荏田西4-5-2
市が尾駅15分

7:00～20:00 7:00～18:30
6か月～ 98名

－

小
規
模

大場りとる・ピッピ 大場町174-280
市が尾駅からバス「水道局

青葉事務所前」4分

定員 一時
保育平日 土曜日

50 市
立

横浜市荏田保育園 荏田北2-11-40
市が尾駅10分

7:00～19:00 7:30～18:30

地図
No.

種
別 施設名 ／ 連絡先 所在地 ／ アクセス

(時間は徒歩での目安)
開所時間／保育時間(標)(短) 受入

月齢



6

■□■ 藤が丘駅周辺 ■□■

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    971-3829     971-3844 (短) 8:30 ～16:30 (短) 7:30 ～ 15:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    971-5626     971-5629 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30
    979-1255     971-3719 (短) 8:30 ～16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    979-1528     971-8475 (短) 9:00 ～17:00 (短) 9:00 ～ 17:00

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    971-3861     971-3970 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    974-0404     507-6367 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    979-3281     979-3282 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    482-7047     482-7048 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:00 ～ 15:00
    979-5001     979-5002 (短) 9:00 ～17:00 (短) 7:00 ～ 15:00

(標) 7:30 ～18:30
    973-7333     973-7334 (短) 8:30 ～16:30

7:00～18:30
生後57日～ 75名 〇

60 私
立

りんどう保育園 みたけ台32-19
藤が丘駅又は青葉台駅からバ

ス　「祥泉院」1分

7:30～19:30

生後57日～

生後57日～ 40名 〇
※もみじ第二保育園

(地図No.91)で共同保
育を実施

62 私
立

藤が丘もみじ保育センター
藤が丘 2-30-3
藤が丘小学校内

藤が丘駅10分／青葉台駅から
バス「藤が丘小」5分

7:15～19:30

46名 －
7:00～19:00

63

64

地図
No.

種
別 施設名 ／ 連絡先 所在地 ／ アクセス

(時間は徒歩での目安)
開所時間／保育時間(標)(短)

平日

80名 －

7:00～18:30
生後57日～ 180名 －

7:30～18:30

定員 一時
保育

受入
月齢土曜日

6か月～

61 私
立

ChaCha Children
Kakinokidai

（「茶々かきのきだい保育園」から名称変更）
柿の木台 7-5
藤が丘駅10分

7:00～20:00

私
立

65 私
立

私
立

アスク藤が丘保育園 藤が丘 2-4-10
サンデュール藤が丘1階

藤が丘駅3分

7:00～21:00

ちぐさのもり保育園 千草台 32-15
藤が丘駅または青葉台駅から

バス「千草台」2分

7:00～20:00

60名 ー

66 私
立

スターチャイルド
≪藤が丘ナーサリー≫

藤が丘 1-36-3
アポラン藤が丘2階

藤が丘駅2分

7:00～20:00 7:00～18:00
生後57日～ 50名 －

グローバルキッズ藤が丘園
（※）

藤が丘 1-16-20
第二東急藤が丘ビル１階

藤が丘駅3分

7:30～20:30 7:30～19:00
生後57日～

7:00～18:00
1歳児
クラス～ 38名 －

ア

こ
ど
も
園

幼保連携型認定こども園
三陽幼稚園 ・三陽保育園

上谷本町 722
青葉台駅または藤が丘駅から
バス「みたけ台小学校第2」3分

7:00～20:00 7:00～15:00
生後57日～ 60名 〇

67 私
立

ぽれぽれ保育園藤が丘 藤が丘 1-28-4
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｰﾙ藤が丘1階

藤が丘駅5分

7:00～20:00

※グローバルキッズ藤が丘園は令和６年４月に近隣に移転の予定です。

1歳児～
2歳児クラ

ス
15名 －X

小
規
模

スターチャイルド
≪藤が丘小規模保育所≫

藤が丘 1-36-3
ｱﾎﾟﾗﾝ藤が丘ｵﾘｰﾌﾞ館3階

藤が丘駅2分

7:30～19:30 ※スターチャイルド
≪藤が丘ナーサリー≫(地
図No.66)で共同保育

を実施



7

■□■ 青葉台駅周辺 ①  ■□■

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    981-7150     984-7622 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30
    961-7131     961-7181 (短) 8:30 ～16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    981-6644     342-5615 (短) 9:00 ～17:00 (短) 7:30 ～ 15:30

(標) 7:30 ～18:30
    978-0015     978-0016 (短) 8:30 ～16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    989-2133     982-8070 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    482-9991     482-9993 (短) 8:30 ～16:30 (短) 7:30 ～ 15:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    507-3555     982-3666 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    981-0080     981-1020 (短) 8:30 ～16:30 (短) 7:30 ～ 15:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    989-4560     989-4561 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30
    988-6551     988-6552 (短) 8:30 ～16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    482-6844     482-6845 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    982-9822     982-9949 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30
    978-3318     972-4133 (短) 8:30 ～16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    507-8556     507-8516 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

60名 －

桜台1-5
青葉台駅12分／青葉台

駅からバス「桜台」3分

7:30～20:00 7:30～18:30

生後57日～ 70名 －
7:00～18:00

ベネッセ 青葉台保育園 榎が丘2-3
青葉台駅4分

7:00～20:00 7:30～18:30
生後57日～ 70名

オルタスそらいろ 青葉台1-4
青葉台消防出張所ビル5階

青葉台駅5分

7:00～21:00 7:00～18:00
生後57日～

40名 〇

79 私
立

しらとり台保育園つつじが丘 つつじが丘29-18
青葉台駅7分／青葉台駅
からバス「つつじが丘」1分

7:00～20:00
生後57日～ 45名

77 私
立

プレスクールあおば 青葉台1-18-13
青葉台駅6分

生後57日～ 60名 －78 私
立

太陽の子 桜台保育園

さつきが丘11-2
青葉台駅15分／青葉台駅か

らバス「つつじヶ丘小」5分

7:00～20:00
生後57日～ 70名

しらとり台保育園（地
図No.70）で共同保

育を実施

横浜ナザレ保育園 しらとり台1-38
青葉台駅7分

7:00～19:00 7:00～18:00
3か月～

72 私
立

みどり乳児園 青葉台1-29-15
青葉台駅10分／青葉台

駅からバス「桜台」1分

7:00～20:00 7:30～18:30
生後57日～

71 私
立

もみじ保育園 松風台18-10
青葉台駅15分

7:15～19:30 ※もみじ第二保育園
(地図No.91)で共同

保育を実施

83 私
立

エンゼルベア青葉台保育園

藤が丘2-20-10
青葉台駅10分／藤が丘駅

10分

7:00～20:00
生後57日～82 私

立
しらとり台保育園青葉台

榎が丘13-3
青葉台駅4分

7:30～20:00 7:30～18:30
6か月～

56名 〇
しらとり台保育園（地
図No.70）で共同保

育を実施

81 私
立 －

〇
しらとり台保育園（地
図No.70）で共同保

育を実施

80 私
立

にじいろ保育園青葉台 青葉台1-19-15
青葉台駅6分

7:00～20:00

60名

7:00～20:00 7:00～18:30
生後57日～

76 私
立

75 私
立

〇

〇

70名 －

生後57日～ 70名 〇74 私
立

いずみ青葉台保育園 青葉台2-8-27
青葉台駅5分

7:00～20:00 7:00～18:00

73 私
立

しらとり台保育園さつきが丘

ー

140名 〇

生後57日～ 90名 〇

定員 一時
保育平日 土曜日

受入
月齢

生後57日～

50名

70 私
立

しらとり台保育園 しらとり台17-58
青葉台駅10分

7:00～20:00 7:00～18:30

地図
No.

種
別 施設名 ／ 連絡先 所在地 ／ アクセス

(時間は徒歩での目安)
開所時間／保育時間(標)(短)



8

■□■ 青葉台駅周辺 ② ■□■

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    509-1271     509-1272 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    507-1417     507-1471 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    508-9751     508-9752 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    981-6912     981-6955 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 15:30
    962-0050     961-8809 (短) 8:30 ～16:30 (短) 7:30 ～ 15:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    985-4201     985-4201 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30
    532-3405     532-3405 (短) 8:30 ～16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    482-4780     482-4781 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    507-5770     507-5770 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30
    482-3527     482-3528 (短) 8:30 ～16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    568-5706     568-5706 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

6か月～
2歳児クラス

3か月～
2歳児クラス 12名 －

といろきっず青葉台保育園 青葉台2-6-14
青葉台駅3分

7:30～19:30
生後57日～
2歳児クラス 12名 －

12名 －

7:00～18:30
6か月～ 152名 〇

－

－

7:00～18:00
1歳児
クラス～ 50名 〇

8名

ウ

こ
ど
も
園

幼稚園型認定こども園
ナザレ幼稚園

鴨志田町1264
青葉台駅からバス「日体大」

(終点)1分

7:30～19:00 7:30～15:30
3歳児
クラス～ 18名

イ

こ
ど
も
園

幼保連携型認定こども園
青葉台幼稚園 榎が丘5-1

青葉台駅5分

7:00～20:00

86 私
立

明日葉保育園青葉台園 青葉台2-18-34
青葉台駅7分

7:00～20:00 7:30～18:30
生後57日～ 60名 〇

85 私
立

あっぷるキッズ青葉台 榎が丘7-10
青葉台駅7分

7:00～20:00

84 私
立

太陽の子 桜台第二保育園 桜台27-16
青葉台駅13分

地図
No.

種
別 施設名 ／ 連絡先 所在地 ／ アクセス

(時間は徒歩での目安)
開所時間／保育時間(標)(短) 受入

月齢 定員 一時
保育平日 土曜日

Ｕ
小
規
模

といろきっず田奈保育
園（地図No.P）で共

同保育を実施

Ｎ
小
規
模

わいわいKids
つつじが丘保育室 つつじが丘27-15

青葉台駅10分

7:15～19:00 7:30～18:30

19名 －

M
小
規
模

京進のほいくえん
HOPPA青葉台園

つつじが丘10-7
ｽﾘｰｻﾝｽﾞ青葉台101

青葉台駅7分

7:30～19:30 7:30～18:30
6か月～

2歳児クラス

7:30～20:00 7:30～18:30
生後57日～ 66名

〇
7:30～18:30

L
小
規
模

ベビーぽけっと松風台 松風台14-59
青葉台駅15分

K
小
規
模

パレット家庭的保育室
なないろ

榎が丘14-3
ｻﾝｸﾚｽﾄ青葉台105

青葉台駅5分

7:30～19:00
生後57日～
2歳児クラス

7:30～18:30 シャルール保育園（緑
区）で共同保育を実

施

W
家
庭
的

青葉ぽかぽか保育室 しらとり台58-1
青葉台駅からバス
「稲荷前」５分

7:30～19:30 7:30～18:30
生後57日～
2歳児クラス 5名 －
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■□■ 田奈駅、恩田駅、こどもの国駅周辺 ■□■

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    961-6276     961-6286 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    982-0787     982-0774 (短) 8:30 ～16:30 (短) 7:30 ～ 15:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:00 ～ 18:00
    982-0025     982-0026 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 8:00 ～19:00 (標) 8:30 ～ 16:30
    567-3706     567-3706 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:30 ～18:30 (標) 7:30 ～ 18:30
    507-7922     507-7923 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

(標) 7:00 ～18:00 (標) 7:00 ～ 18:00
    482-7118     482-7118 (短) 8:30 ～16:30 (短) 8:30 ～ 16:30

7:00～19:30 7:00～18:00

7:00～18:00
生後57日～

生後57日～
2歳児クラス

90名 〇

O
家
庭
的

なかがわ家庭保育室
奈良4-4-1
あおば山の手台

ｳﾞｪﾙﾃﾞｨｰﾙ奈良5-103
こどもの国駅7分

8:00～19:00 8:30～16:30
6か月～

2歳児クラス 5名

92 私
立

MIWAあかね台光の子
保育園

あかね台 2-18-1
恩田駅15分／長津田駅バ

ス「熊の谷公園」5分

7:00～20:00

1歳児
クラス～ 69名 －

91 私
立

もみじ第二保育園 田奈町 51-15
田奈駅10分

長津田駅15分

7:15～19:30 7:30～18:30
生後57日～ 80名 〇

定員 一時
保育平日 土曜日

90 市
立

横浜市奈良保育園 奈良町 1843-1
こどもの国駅10分／青葉台駅

バス「奈良小学校前」2分

7:00～19:00 7:30～18:30

地図
No.

種
別 施設名 ／ 連絡先 所在地 ／ アクセス

(時間は徒歩での目安)
開所時間／保育時間(標)(短) 受入

月齢

12名 －

－

P
小
規
模

といろきっず田奈保育園 田奈町43-10
田奈駅5分

7:30～19:30 7:30～18:30
生後57日～
2歳児クラス 12名 －

V
小
規
模

こどもの国ほしぞら保育園 奈良5-16-10
芙蓉館102

こどもの国駅7分
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２．その他の保育サービス・施設一覧 （申込方法・施設の詳細は直接お問い合わせを） 

（１）横浜保育室 
 「横浜保育室」は、横浜市が設けた基準（保育料、保育環境、保育時間など）を満たしており、横浜市が独自に
認定している認可外保育施設です。保育料などの詳細は、利用案内P.35 をご確認ください。 

※横浜保育室の一時保育料は、各施設で定めています。料金の詳細につきましては、各施設にお問い合わせください。 
 

（２）幼稚園・認定こども園での預かり保育 

『横浜市私立幼稚園預かり保育』（市型預かり保育）を実施している幼稚園 
横浜市が定めた基準（実施日、時間、職員配置等）を満たし、横浜市の認定を受けた幼稚園・認定こども園が

実施する預かり保育事業です。保護者が就労などにより保育を必要とする場合に利用することができます。 
月～金曜日まで預かり保育を実施する「平日型」と、平日に加え土曜日も預かり保育を実施する「通常型」があり

ます。詳細は、利用案内P.36 をご確認ください。 

 

その他の預かり保育を実施している幼稚園 
園ごとに利用の条件・料金・時間・名称等が異なります。各園に直接お問い合わせください。 

 

園名 所在地 電話 園名 所在地 電　話
梅が丘天使幼稚園 梅が丘39-14 973-5616 國學院幼稚園 美しが丘2-32-1 901-4515

桐蔭学園幼稚園 鉄町1614 972-2223 (幼稚園直通)
971-1411 (学園代表)

東洋英和女学院大学付属
かえで幼稚園 美しが丘3-46-8 901-8423

園名 所在地 電　話 実施 園名 所在地 電　話 実施
【幼保連携型】認定こども園
三陽幼稚園・三陽保育園 上谷本町722 973-2711 通常 【幼稚園型】認定こども園

ナザレ幼稚園 鴨志田町1264 962-0050 通常

【幼保連携型】認定こども園
青葉台幼稚園 榎が丘5-1 981-6912 通常 【幼稚園型】認定こども園

大場白ゆり幼稚園 大場町231 971-5862 通常

【幼保連携型】認定こども園
あざみ野白ゆり幼稚園 大場町596 973-4650 通常 【幼保連携型】認定こども園

つどいの森もみの木こども園 もみの木台16-13 901-3260 通常

田園江田幼稚園 荏田町474-1 911-1362 平日 田園都市幼稚園 しらとり台62-14 981-6588 平日

奈良幼稚園 奈良町2533-22 962-9646 平日 藤が丘幼稚園 藤が丘2-37-7 971-4158 平日

市ヶ尾幼稚園 市ケ尾町2182 971-6216 平日 みたけ台幼稚園 みたけ台1-1 973-0817 通常

愛和幼稚園 荏田町874 911-1153 通常 もえぎ野幼稚園 もえぎ野15-4 973-5738 平日

愛和太陽幼稚園 荏子田3-26-3 901-8152 平日 横浜さくら幼稚園 鉄町2345 971-5665 通常

横浜・モンテッソーリ幼稚園 奈良5-14-1 961-3487 通常 美しの森幼稚園 新石川2-16-17 911-5228 平日

施設名／連絡先 所在地 アクセス 定員 受入月齢 開所時間 一時
保育

美しが丘ベビーリー保育室 7:00～20:00 (平日)

    901-6225      530-7467 8:00～16:00 (土曜)

あざみ野ベビールーム 7:00～21:00 (平日)

    903-8821      903-8892 7:00～21:00 (土曜)

○

○

美しが丘1-6-5
コメールビル2階

あざみ野1-7-1
ゴールドワンあざみ野2階 68名

20名 生後57日～
2歳児クラス

生後57日～
3歳児クラス

たまプラーザ駅
徒歩5分

あざみ野駅
徒歩1分
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（３）一時保育 《週３日以下又はときどき保育が必要》                                    
 一時保育とは、保護者等のパート就労（週３日程度）や疾病、入院等により一時的に家庭での保育が困難となる場合や、
保護者の育児不安の解消を図り、負担を軽減するために、認可保育所等でお子様をお預かり（保育）する制度です。 

対象は、認可保育所等に在籍していない未就学のお子様です。P.1～P.10の一覧に「〇」のある保育所等で実施しています。
保護者負担等の詳細は、リーフレット「一時保育のご案内」をご確認ください。 

種類 内容 利用限度 

非定型的保育 
保護者等の就労、職業訓練や就学等により、家庭での保育が断続
的に困難となる児童をお預かりします。 

週３日 または 
月120 時間 以内 

緊急保育 
保護者等の疾病、入院、冠婚葬祭などやむを得ない理由により、緊
急的に保育が必要となる児童をお預かりします。 

１回に連続して 14 日以内 

リフレッシュ保育 
育児に伴う保護者の身体的、心理的負担を解消するため、一時的
に児童をお預かりします。 

１回のお申し込みにつき 
１日以内 

 

（４）乳幼児一時預かり事業 《週３日以下又はときどき保育が必要》                             
  乳幼児一時預かり事業は、横浜市が補助している一部の認可外保育施設で行っている事業です。月に 15 日または 120

時間まで、理由を問わずに預かります。 
対象は、市内在住の未就学のお子様です。受入年齢、保護者負担など詳細は各施設へお問い合わせください。 

施設名 所在地 電話 時間 

子どもミニデイサービス まーぶる 市ケ尾町1167-3 メゾンラフォーレ 105 975-2309 8:00～19:00 

ピノキオ保育園藤が丘園 藤が丘2-4-8 973-2543 9:00～17:00 

一時預かりのおへや ここ・はっぴぃ 新石川2-14-2  サバスタマプラーザ102 507-6872 8:30～16:30 

パレット一時預かり保育室 なないろ 榎が丘14-3 サンクレスト青葉台103 530-5890 9:00～17:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

（５）認可外保育施設 ※(１)、(４)以外の施設を記載しています                           
認可外保育施設は、児童福祉法の認可を受けていない保育施設です。受入年齢、利用可能日数、保護者負

担など利用にあたっての詳細は各施設で定めています。詳しくは各施設へお問い合わせください。 
 

 
最寄駅 施設名 所在地 電　話 アクセス

キンダーキッズインターナショナル
スクール　たまプラーザ校

美しが丘2-14-4
KMビル3F 909-4040 たまプラーザ駅

徒歩5分

ちびっこ安心館　たまプラキッズ
＆ジュニア　かくれんぼ保育室

美しが丘2-20-1
美しが丘アレービル203号室 479-9470 たまプラーザ駅

徒歩3分

ネスナーサリー 横浜たまプラーザ校
【企業主導型保育事業】

美しが丘2-20-6
フォーレスト1F 530-5935 たまプラーザ駅

徒歩3分

CoCoKids International
Academy

美しが丘1-12-2
サニーハイツ301 291-4031 たまプラーザ駅

徒歩4分

English Express International
School 美しが丘5-24-48 479-6545 たまﾌﾟﾗｰｻﾞ駅／あざ

み野駅徒歩12分

青葉シュタイナーこどもの家 新石川2-31-21 090-1201-
1781

たまプラーザ駅
徒歩13分（バス2分）

美しが丘こどもの家 みすずが丘26-13 530-5920 あざみ野駅からバス5
分＋徒歩2分

キッズアプローチ あざみ野
【企業主導型保育事業】

あざみ野南
2-1-21-1C 530-0737 あざみ野駅／江田駅

徒歩10分

キッズナーサリーあざみ野園 あざみ野2-30
あざみ野三規庭　2F 902-6111 あざみ野駅

徒歩7分

さくらインターナショナルスクール
横浜青葉校

市ケ尾町1052-2
ｵｰｸﾊｰﾓﾆｰ市ヶ尾2F 979-5551 市が尾駅

徒歩7分

木下の保育園　市が尾
【企業主導型保育事業】

市ケ尾町1063-1
エクセル市が尾2階 530-5222 市が尾駅

徒歩2分

Little Treehouse
International school 荏田北2-5-37 080-7258-

8683
市が尾駅
徒歩10分

とちの実保育園
【企業主導型保育事業】 千草台34-20 532-5902 藤が丘駅

徒歩12分

にじのことり 藤が丘2-37-3
メゾン藤が丘106 878-1799 藤が丘駅

徒歩5分

ぴーまん保育園 藤が丘
【企業主導型保育事業】

もえぎ野6-2
NKSビル1F 972-8888 藤が丘駅

徒歩6分

自然保育園どろん子 寺家町112 961-6682 青葉台駅からバス10
分＋徒歩2分

CHILD-CARE青葉台
【企業主導型保育事業】 青葉台1-13-13　1F 532-6966 青葉台駅

徒歩3分

Kids Duo International 青葉台 榎が丘4-11 276-0061 青葉台駅
徒歩6分

tiny Happy Garden International
School 桜台10-3 080-7183-

2121
青葉台駅徒歩15分

（バス5分）

藤
が
丘
駅

青
葉
台
駅

た
ま
プ
ラ
ー
ザ
駅

あ
ざ
み
野
駅

市
が
尾
駅
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