西区内認可保育所等案内
令和３年10⽉12⽇現在

各園から提出された内容をもとに作成しています。詳細は、各園にお問合せください。
⾒学が可能であれば、申請前の施設⾒学をお勧めします。⾒学希望の際は、事前に施設へお問合せください。

1

横浜市南浅間保育園
＜保育理念＞こどもひとりひとりを尊重し、⼤切に慈しみ、⾃分を『かけがえのない存在』であると信じて⾃分らしく主体的に⽣きていくことがで

保育⽅針
（園⽬標）

きるよう保護者と共にこどもの育ちを⽀えます。
＜保育⽅針＞こどもの⼈権と最善の利益を守り、真摯に向き合い、その成⻑を適切に援助できるように保育します。こどもが、今を、未来
をよりよく⽣きる⼒の基盤である豊かな⼈間性を育む保育をします。
＜保育⽬標＞①⾃分も友だちも⼤切にする②こころとからだをたくさん動かしてあそぶ③⾃分のもっている⼒を⾃分らしく発揮する。
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園の特⾊

広い園庭を利⽤して⼾外活動を活発に⾏っています。保育園の隣にも公園があり、園児はここでも遊びます。季節の様々な⾏事、リズム
遊び、わらべうた遊び、異年齢交流、野菜や草花の栽培、散歩、地域の⽅との交流や様々なあそびを通し、こどもたちが意欲的に活動でき
るよう適切に援助します。
こどもが⾃分や友だちを⼤切にしながら、いろいろな⼈とふれあい、温かな思いやりの気持ちを育み、「保育園楽しいね。また明⽇来よう
ね。」と、主体的に楽しく遊び、安⼼して過ごせる場でありたいと願いつつ保育しています。

園の⾏事

⼊園を祝う会、季節の⾏事、運動会、おたのしみ会、卒園式

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣刻おやつ代 2,500円/⽉（10⽇以内 1,250円/⽉）

⼀時保育

なし

看護職の配置

なし

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

あり

給⾷

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊3歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。
＊冷凍⺟乳対応︓あり

保育料以外の
必要経費

＊園指定のもの︓なし
＊おむつ︓持参（処理︓園）

保護者会

あり

＊お昼寝布団︓保育園で⽤意（無料）
＊シーツ︓各⾃で⽤意

会費︓1,500円/年

トキワ保育園
保育⽅針
（園⽬標）

年齢差を実際に肌で感じることのできる雰囲気の中で、５か⽉〜就学前の⼦ども達が⼈格形成の基礎となる集団⽣活を、意思の尊重、
⽣活習慣の⾃⽴、体⼒の増強、そして⾃分⾃⾝及び他⼈に対する思いやり、温かさを育むために、より良い環境として供されるべく職員全
員が努⼒しています。

園の特⾊

トキワ幼児園として産声を上げてから８０余年も経過しました。今ではお孫さん達が登園してくれています。⼟の園庭、２階のテラス等外
遊びの変化を楽しむことが出来、屋上からはみなとみらい地区が⼀望できるほどの⾼台に位置しています。
毎⽇成⻑している⼦ども達。明るい家庭の様に、そして集団⽣活を通じ縦の年齢層も感じられる様、毎⽇の⽣活を温かく安⼼できるものに
するよう⼼がけています。

園の⾏事

⼊園式、遠⾜、ふれあい祭り、プール、お泊り保育、運動会、園外保育、お遊戯会、もちつき会、お別れ遠⾜、卒園式

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣刻おやつ代 2,500円/⽉（10⽇以内 1,250円/⽉）

⼀時保育

なし

駐⾞場
給⾷
保育料以外の
必要経費
保護者会

あり（2台・送迎時の利⽤可）

なし

ベビーカー置き場

あり

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊3歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。
＊冷凍⺟乳対応︓あり
＊園指定のもの︓なし 個⼈使⽤の教材費負担あり
＊おむつ︓持参（処理︓園（無料））

＊お昼寝布団・シーツ︓園で⽤意、洗濯（無料）
＊その他︓⾏事等協⼒費あり

なし
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看護職の配置
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利正寺保育園
保育⽅針
（園⽬標）

保育⽬標を「集団⽣活に慣れ、⼦ども社会の中で決まりを守りながらのびのびと育て、思いやりのある⼦どもを育てる」とし、年齢にあったカリ
キュラムにより⽇々の保育を進めていきます。また、幼児の個性を尊重し、ひとりひとりの理解を深め、教育・養護の両⾯から、ひとりひとりに
あった対応を⽇々⼼がけています。

園の特⾊

・裸⾜保育実施 ・体操指導（週1回） ・英語保育（隔週）
＊お寺の保育園です。園舎の前が園庭です。ウォーターサーバーで園児の飲み物を作っています。

園の⾏事

試⾷会、プール、運動会、お遊戯会

延⻑保育

・⾷育（野菜作り・クッキング・下ごしらえ）体験学習

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣刻おやつ代2,000円/⽉（10⽇以内 1,000円/⽉）

⼀時保育
駐⾞場
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看護職の配置

なし

あり

ベビーカー置き場

あり

給⾷

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は対応
＊3歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。

保育料以外の
必要経費

＊園指定のもの︓園服、体操服など（⼊園時に購⼊）
＊おむつ︓持参（処理︓園にて処分）

保護者会

あり

会費︓3,600円/年

浅間幼育園
保育⽅針
（園⽬標）
園の特⾊
園の⾏事
延⻑保育
⼀時保育

浅間神社の境内の緑に囲まれた園舎で楽しく過ごす中で、⾃然を⼤切にし、尊敬する気持ちを持ち、ひいてはすべてのものに感謝するここ
ろを持った⼈になるように⼦どもをはぐくみます。
「おはようございます」「ありがとう」「さようなら」などのあいさつを⼼からできる⼦どもになるように⽇々の保育を⾏います。
剣道、⾳楽教育
神社にある保育園です。
⼊園式、七⼣会、プール、運動会、芋ほり、クリスマス会、⽣活発表会、もちつき、さよなら遠⾜、卒園式
＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣刻おやつ代100円/１⾷
なし
看護職の配置

駐⾞場
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なし

あり

ベビーカー置き場

給⾷

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊3歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。

保育料以外の
必要経費

＊園指定のもの︓園服・制服代として最⼤23,700円(３歳児)
＊教材費︓あり（実施負担）
＊おむつ︓持参（処理︓園）

保護者会

なし

なし
あり

＊お昼寝布団︓保育園で⽤意（無料）
＊シーツ︓各⾃で⽤意

むつみ愛児園
保育⽅針
（園⽬標）

基本的な⽣活習慣・態度を培い、和の⼼を⼤切に友情・⼼⾝の発達を育み、四季折々の⾃然・⽣命の事象に興味・関⼼を持ち、園の
年間⾏事の体験をとおして豊かな感性を育みます。

園の特⾊

緑に囲まれた広い園舎と園庭。園庭には四季折々の緑があり、桜やクリスマスツリー飾りができる⼤きな⽊があります。
園舎は温もりのある⽊造平屋。

園の⾏事

春の運動会、プール、園外保育、秋季運動会、⽂化祭展⽰会、クリスマス遊戯会、もちつき、節分⾖まき、ひなまつり遊戯会、卒園式

延⻑保育

時間延⻑利⽤料︓15分あたり 800円/⽉（10⽇以内 400円/⽉）

⼀時保育
駐⾞場

なし

看護職の配置

なし

なし

ベビーカー置き場

なし

給⾷

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊3歳児以上︓主⾷費 1,500円 副⾷費 4,500円

保育料以外の
必要経費

＊園指定のもの︓園服・通園帽︓4,500円（⼊園時）
＊教材︓保育教材費園児全員︓4,000円/年
＊おむつ︓持参（処理︓園）

保護者会

あり

会費500円/⽉
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＊お昼寝布団︓2、3歳児はご⽤意ください。
＊シーツ︓各⾃で⽤意
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つくし愛児園
保育⽅針
（園⽬標）

「できるからやるのではなく、体験によって能⼒は育つ」⽇々さまざまな体験の中で学び、発⾒し、四季折々の⾏事などで感動したり、感性
を豊かに育てます。⼈⽣の礎を築く⼤切なこの幼児期に、⼦どもたちの中にある「元気」を⼤きく育てましょう。ここから新しい未来に向かって
いきましょう︕

園の特⾊

閑静な⾼台に位置し、前⾯に公園と交番のある環境と安全に恵まれ、しかもスーパー・コンビニ等の便利な⽴地であり、保育に不可⽋な園
庭では、⼼⾝の成⻑だけではなく季節の花や野菜を⼦どもたちの⼿で育てる事で、⾃然の豊かさと恵みを知り、⾷育に取り組んでいます。

園の⾏事

お祝いの会、⼦どもの⽇、⾃然の恵み、七⼣、お⽉⾒、交通あそび、お楽しみ会、節分、スプリングパーティ

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）

⼀時保育

なし

看護職の配置

なし

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

あり

給⾷
保育料以外の
必要経費
保護者会
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ひとりひとりの個性を⼤切にしながら、⼼⾝の健やかな、そして豊かな⼈間形成の基礎をつくるための充実した保育内容を⼼がけております。

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊3歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。
＊園指定のもの︓園服等など購⼊
＊教材費︓あり

＊お昼寝布団︓各⾃で⽤意
＊シーツ︓各⾃で⽤意

＊おむつ︓持参（処理︓持ち帰り）
なし

平沼保育園
保育⽅針
（園⽬標）

・健康、安全で情緒の安定した⽣活ができる環境を⽤意し、健全な⼼⾝の発達を図ります。
・集団の中で信頼感、協調性、忍耐⼒、⾃⽴⼼、思いやりのある⼼豊かな⼦に育てます。
・⾃然とかかわりながら、知識を蓄え、感性を育てます。
・個性を伸ばし、のびのびとしたこどもに育てます。
・⾷事を通じて⾷べることの喜びと良い⾷の習慣を⾝につけます。

園の特⾊

本園は⼦供と先⽣と保護者がお互いに顔がわかるアットホームな雰囲気の保育園で、保護者同⼠の交流も盛んです。
そして広くて明るいランチルーム、⽇の当たる保育室に続くテラス、屋上庭園など、健康で楽しく過ごせる環境、また、明⽇も⾏きたくなる保
育園をめざしています。体操教室、⾳楽リズム、英語、⽂字の書き⽅など学びにも⼒を⼊れています。

園の⾏事

⼊園式、親⼦遠⾜、⽔遊び、七⼣会、スイカ割り、運動会、秋の遠⾜、お楽しみ会、クリスマス会、⾖まき、お別れ遠⾜、お別れ会、卒園
式、健康診断（年２回）、⻭科健診（年２回）、保育参観、誕⽣⽇会

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉
＊⾷事︓⼣刻おやつ代2,500円/⽉

⼀時保育

なし

駐⾞場
給⾷

あり（送迎⽤３台分）

なし

ベビーカー置き場

あり

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は代替⾷・除去⾷にて対応
＊3歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。
＊冷凍⺟乳対応︓なし

保育料以外の
必要経費

＊園指定のもの︓
０〜２歳児︓2,150円（カラー帽⼦、教材費）
３〜5歳児︓2,650円〜6,110円（教材費）

保護者会

あり

３〜5歳児︓8,070円〜10,130円（新⼊園教材費）
会費︓２００円/⽉
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看護職の配置

＊おむつ︓持参
（処理︓園（300円/⽉））
＊お昼寝布団︓保育園で⽤意
（約6,000円/年）
＊シーツ︓各⾃で⽤意
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あそびの杜保育園
保育⽅針
（園⽬標）

・⼦育ての科学に基づき、ヒトとしての⽣体の⽣活リズムを守り育て、⼦どもの発達を保障する保育
・⽣活に科学的視点をもった保育
・障がい児保育

・快⾷保育

・ヒトとしての発達を保障する保育
・仲間と向かい合い、育ち合う保育

0.1.2歳児だけの保育室がある乳児棟です。⼀⼈ひとり丁寧なかかわりが⼤切な乳児期は本園で保育を⾏います。

園の特⾊

運動遊びと⼿先を使った遊びで充実した午前中を過ごして昼⾷前にお昼寝をします。給⾷を済ませて午後は外でたくさんからだを使って園
外遊びをします。
⼦ども達の⽇中の活動を充実させ、早寝早起きの⽣活リズムを⼤切にしています。
分園幼児棟との交流、毎⽇の園外遊び、統合保育、草履保育（２歳児）

園の⾏事

延⻑保育

⼊園・進級を祝う会、プール開き、夏祭り、運動会、クリスマス会、もちつき、⾖まき、成⻑を祝う会、卒園・お別れ会、ムーミンの会総会、
保育参観、保護者向け学習会など
健康診断、懇談会年２回、⻭科検診、個⼈⾯談
※誕⽣会、避難訓練、防災・防犯訓練を毎⽉
＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 85円
＊⾷事︓朝・⼣ともに200円/１⾷ 利⽤実績分の徴収（上限4,000円）

⼀時保育

なし

駐⾞場
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あり（２台分）

看護職の配置

あり

ベビーカー置き場

あり

給⾷

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は代替⾷・除去⾷にて対応
＊冷凍⺟乳対応︓あり ＊⾃園調理 ＊栄養⼠常駐

保育料以外の
必要経費

＊園指定のもの︓なし
＊おむつ︓持参（処理︓園）
おむつ処理料⾦０歳児…500円/⽉
１歳児…300円/⽉
２歳児以上でも常時おむつを使⽤している場合…300円/⽉

保護者会

あり

＊お昼寝布団︓リース（無料）
＊シーツ︓各⾃で⽤意
＊⾏事・園外保育等実費負担分あり

あそびの杜保育園 分園（仮称）
保育⽅針
（園⽬標）

園の特⾊

・⼦育ての科学に基づき、ヒトとしての⽣体の⽣活リズムを守り育て、⼦どもの発達を保障する保育
・⽣活に科学的視点をもった保育
・ヒトとしての発達を保障する保育
・障がい児保育
・快⾷保育
・仲間と向かい合い、育ち合う保育
3.4.5歳児だけの保育室がある幼児棟です。幼児だけで、異年齢保育や運動遊びを楽しむ時間も設けます。
同じ建物内には学童クラブがあり、就学児との交流があります。
運動遊びと⼿先を使った遊びで充実した午前中を過ごして昼⾷前にお昼寝をします。
給⾷を済ませて午後は外でたくさんからだを使って園外遊びをします。
⼦ども達の⽇中の活動を充実させ、早寝早起きの⽣活リズムを⼤切にしています。
乳児棟との交流、毎⽇の園外遊び、クッキング、遠出散歩、⽔泳、英語・体操教室、異年齢保育、統合保育、草履・げた保育

園の⾏事

⼊園・進級を祝う会、プール開き、夏祭り、お泊り保育（４・５歳児）、運動会、クリスマス会、もちつき、⾖まき、成⻑を祝う会、卒園・
お別れ会、ムーミンの会総会、保育参観、保護者向け学習会など
健康診断、懇談会年２回、⻭科検診、個⼈⾯談
※誕⽣会、避難訓練、防災・防犯訓練を毎⽉

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 85円
＊⾷事︓朝・⼣ともに200円/１⾷ 利⽤実績分の徴収（上限4,000円）

⼀時保育

あり

看護職の配置

あり

駐⾞場

あり

ベビーカー置き場

あり

給⾷

保育料以外の
必要経費
保護者会

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は代替⾷・除去⾷にて対応
＊３歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。
＊冷凍⺟乳対応︓あり ＊⾃園調理 ＊栄養⼠常駐
常時おむつを使⽤している場合…おむつ︓持参
おむつ処理料⾦︓300円/⽉
あり
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＊お昼寝布団︓リース（無料）
＊シーツ︓各⾃で⽤意
＊園外保育に係る費⽤︓交通費実費分

10 横浜みなとみらい保育園
保育⽅針
（園⽬標）
園の特⾊
園の⾏事
延⻑保育

「思いやりのあるたくましい⼦の育成」を保育⽬標とし、様々な体験・⽣活の中で⼼に響く体験を積み重ねながら、⽇々を充実していきたいと
思います。⾃⼰を発揮し、⽣きる⼒を蓄えていける⼦ども像を⽬指し、私たち⼤⼈はそれぞれの専⾨性を活かし、⼦どもの⼈権を守り、真
⼼と愛情をもってかかわりを持っていきます。
園庭開放（⽉〜⾦10時〜15時半）※プールの時期は⽔遊びができます。
・交流保育・MM図書の会（貸出図書）・育児相談
⼊園式、進級式、園外保育、保育参観、プール開き、七⼣会、ＭＭ祭り、敬⽼の⽇の集い、⼈形劇鑑賞、運動会、発表会、正⽉あそ
び会、⾖まき、ひなまつりの会、懇談会、お別れ遠⾜、卒園式
＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉
＊⾷事︓⼣⾷代350円/1⾷、補⾷代100円/1⾷

⼀時保育
駐⾞場

あり

看護職の配置

あり

なし

ベビーカー置き場

あり

給⾷

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊3歳以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。
＊冷凍⺟乳対応︓あり

保育料以外の
必要経費

＊園指定のもの︓
体操着（3歳児から）他、通園リュック等
3歳児クラス進級時に約８,000円、カラー帽⼦（900円程度）など
＊教材︓保育教材費 園児全員1,000円/年
＊主⾷代︓2,000円 副⾷費︓4,500円（3歳児クラス以上）

保護者会

なし

＊おむつ︓おおよそ3,300円/⽉
（紙おむつ代、処理代）
＊お昼寝布団︓園で⽤意（無料）
＊シーツ︓各⾃で⽤意

11 にじいろ保育園みなとみらい

保育⽅針
（園⽬標）

園の特⾊

園の⾏事

延⻑保育

保育理念︓『のびやかに育て ⼤地の芽』
保育⽬標︓⾃然を愛し、⼼⾝共に健やかな⼦ども
⾃分で考え⾏動し、意欲と根気のある⼦ども
「仲間」と関わり、⼈を思いやれる⼦ども
⾃⼰を表現できる⼦ども
*意欲・想像を掻き⽴てられる環境の中で⼦ども⾃らが主体的に⾏動し
「やってみたい」という気持ちを尊重する保育を⾏っています。
・みなとみらい駅徒歩１分
・室内プール有 ホール有 リトミック・体操指導外部講師
・毎⽇の⼾外活動の他、指先を使った微細活動等様々な活動を⾏っています。
⼊園式 ⼦どもの⽇ 七⼣ プール開き 夏祭り ⼣涼み会 運動会 遠⾜
⽣活発表会 クリスマス会 節分 雛祭り 卒園式 ⾷育 個⼈⾯談 懇談会
お誕⽣⽇会・避難訓練・⾝体測定（毎⽉）健康診断・⻭科検診（年２回）
*時間延⻑利⽤料︓３０分あたり1700円/⽉ （10⽇以内850円/⽉）
*⾷事︓補⾷代2000円/⽉ （10⽇以内１⾷100円）
⼣⾷代6000円/⽉ （10⽇以内１⾷300円）

⼀時保育

なし

看護職の配置

あり

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

あり

給⾷

*アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
*3歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください
*給⾷・おやつ︓⾃園調理 *冷凍⺟乳対応︓原則なし

保育料以外の
必要経費

*園指定帽⼦︓649円 *お昼寝布団︓園で⽤意（無料）
*シーツレンタル700円/⽉（希望者のみ）

保護者会

なし
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*おむつ・おしりふきレンタル3000円/⽉（希望者のみ）
*おむつ処理︓無料

12 ポピンズナーサリースクールみなとみらい
保育⽅針
（園⽬標）

園の特⾊

園の⾏事

スタッフが愛情をもって⼦ども⼀⼈ひとりと向き合い、個性を伸ばす「エデュケア」を⾏います。「エデュケア」とは教育と保育を組み合わせた⾔
葉です。
<保育⽬標>・寛容な⼈間・聡明で愛情深い⼈間・探求⼼の旺盛な⼈間・グローバル社会で活躍できる⼈間
・栄養⼠⼿作りの給⾷・おやつのご提供及び⾷育活動
・商業施設内という⽴地を⽣かした店舗との交流⾏事
・各種⼦育て⽀援プログラム（親⼦イベント・育児相談・交流保育）
⼊園セレモニー、こどもの⽇、七⼣、夏祭り、敬⽼の⽇、スポーツデイ、ハロウィン、クリスマス会、お正⽉あそび、節分、ひなまつり、遠⾜、卒
園式
健康診断、懇談会︓年２回、⻭科検診、個⼈⾯談
※誕⽣会、避難訓練、防災・防犯訓練を毎⽉

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣刻おやつ代2,500円/⽉（10⽇以内 1,250円/⽉）
＊⼣⾷代︓7,500円/⽉（10⽇以内 3,750円/⽉）

⼀時保育

なし

看護職の配置

あり

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

あり

給⾷

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は代替⾷・除去⾷にて対応
＊3歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。
＊冷凍⺟乳対応︓あり

保育料以外の
必要経費

＊園指定のもの︓なし
＊おむつ︓持参（処理︓園（無料））
紙おむつ提供サービス有り（有料）

保護者会

なし

＊お昼寝布団︓園で⽤意（無料）
＊シーツ︓園で⽤意（無料）
＊教材費 年間7,000円（3歳児以上）

13 ムーミン保育園
保育⽅針
（園⽬標）

⼦育ての科学に基づき、ヒトとしての⽣体の⽣活リズムを守り育て、⼦どもの発達を保障する保育。
・⽣活に科学的視点をもった保育 ・ヒトとしての発達を保障する保育
・障がい児保育 ・快⾷保育 ・仲間と向かい合い、育ち合う保育

園の特⾊

運動遊びと⼿先を使った遊びで充実した午前中を過ごしてから昼⾷前にお昼寝をします。給⾷を済ませて午後は園外あそび。いろいろな公
園へ出かけ、たくさん歩いたり、⾛ったり⻤ごっこしたり・・・外でたくさんからだを使って遊びます。⼦ども達の⽇中の活動を充実させ、早寝早起
きの⽣活リズムを⼤切にしていきます。
給⾷は７分搗きのごはんと、こだわりの安⼼安全な⾷材で⾃園調理した給⾷を提供しています。
クッキング 毎⽇の園外あそび 遠出散歩 ⽔泳・英語・体操教室 統合保育
異年齢保育 草履・げた保育

園の⾏事

⼊園・進級を祝う会、プール開き、夏祭り、お泊り保育（４・５歳児）、運動会、クリスマス会、もちつき、⾖まき、成⻑を祝う会、卒園・
お別れ会、ムーミンの会総会、保育参観、保護者向け学習会など
健康診断、懇談会年２回、⻭科検診、個⼈⾯談
※誕⽣会、避難訓練、防災・防犯訓練を毎⽉

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 85円
事前申請のない場合 30分あたり３00円
＊⾷事︓朝⾷4,000円/⽉（利⽤要件あり）、⼣⾷200円/⾷ 利⽤実績分の徴収（上限4,000円）

⼀時保育

看護職の配置

なし

駐⾞場

ベビーカー置き場

あり（送迎⽤３台分）

給⾷

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は代替⾷・除去⾷にて対応
＊3歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。
＊冷凍⺟乳対応︓あり
＊⾃園調理 ＊栄養⼠常駐

保育料以外の
必要経費

＊園指定のもの︓なし
＊おむつ︓持参（処理︓園（有料））
＊０〜５歳児 箱ティッシュ

保護者会

あり

あり

＊お昼寝布団︓リース（無料）
＊シーツ︓各⾃で⽤意
＊⾏事・園外保育等での実費分負担あり
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なし（グループ園で巡回）

14 ほっぺるランド横浜岡野
保育⽅針
（園⽬標）
園の特⾊

「⼦育て⽀援を通じて社会貢献する」という理念のもと、安全な環境の中で発達の保障（⾝体的発達・精神的発達）が得られるサービス
を提供することで、お⼦さまには「健全な育ち」を、ご両親には「安⼼」を提供致します。
・毎⽇の⼾外活動で、季節を肌で感じながら思い切り体を動かし、丈夫な体づくりを⾏っています。
・栄養⼠による⾷育活動を通して、⾷に興味関⼼が持てるようにしています（野菜・稲の栽培、クッキング、⾏事⾷）。
・地域との交流、連携園・⼩学校との交流、お年寄りの施設訪問を⾏っています。
⼊園式、遠⾜、七⼣会、⽔遊び、⼣涼み会（5歳児）、お⽉⾒会、運動会（幼児クラス）、お芋ほり（幼児クラス）、ハロウィン、おゆう

園の⾏事

ぎ会（幼児クラス）、クリスマス会、節分の会、進級説明会、ひなまつり会、お別れ遠⾜、新⼊園児説明会、卒園式、懇談会
健康診断・⻭科検診︓年２回、個⼈⾯談、保育参観、防災訓練
※お誕⽣⽇会、⾝体測定、避難訓練を毎⽉

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣刻間⾷代2,500円/⽉（10⽇以内 1,250円/⽉）
＊⼣⾷代︓7,500円/⽉（10⽇以内 3,750円/⽉）

⼀時保育

あり

駐⾞場
給⾷

なし（駐輪は送迎時⼀時的には可能）

看護職の配置

なし

ベビーカー置き場

あり

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊3歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。
＊冷凍⺟乳対応︓なし

保育料以外の
必要経費

＊園指定のもの︓なし
＊教材費︓実費あり
＊⽇本スポーツ振興センター災害共済⾦ 300円/年（任意）
＊3歳児以上︓お芋ほりの芋代（500円前後）

保護者会

あり

＊おむつ︓持参⼜は定額プラン（有料）
（処理︓園（無料））
＊お昼寝布団︓園で⽤意（無料）
＊バスタオル1枚各⾃で⽤意

15 グリーンポート桜⽊町保育園
保育⽅針
（園⽬標）

⾏き届いた安全な環境と家庭的な温かい雰囲気の中で、⼀⼈ひとりの⼦どもを⼤切にし、健康で明るく、思いやりのある⾃律性を持った⼦
どもの育成を⽬指します。

園の特⾊

・⼦ども達が安⼼して⽇中を過ごすことができる第⼆の家となるよう、愛情いっぱい、笑顔いっぱいの保育を⾏います。
・リトミック（２歳児以上）・英語（３歳児以上）・⾷育活動 ・⼋洲学園⾼校⽣との交流会

園の⾏事

⼊園式、こどもの⽇会、保育参観、七⼣会、プール開き、⼣涼み会、敬⽼会、運動会、⽣活発表会、節分⾖まき、保育参観、おひな様
会、お別れ会、卒園式
健康診断、⻭科検診、懇談会、個⼈⾯談
※避難訓練・⾝体測定・お誕⽣⽇会は毎⽉

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣刻おやつ代2,000円/⽉（10⽇以内 1,000円/⽉）

⼀時保育
駐⾞場
給⾷

あり

看護職の配置

なし

ベビーカー置き場

あり（利⽤条件あり）

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は代替⾷・除去⾷にて対応
※弁当持参の場合もあり 要相談
＊3歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。

保育料以外の
必要経費

＊園指定のもの︓教材費実費
＊英語教育受講費︓1,500〜2,000円/⽉（任意）
＊おむつ︓持参（処理︓園）

保護者会

なし
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あり

＊冷凍⺟乳対応︓なし

＊お昼寝布団︓園で⽤意（無料）
＊シーツ︓各⾃で⽤意
＊園外保育等での実費負担あり

16 ポピンズナーサリースクール横浜
保育⽅針
（園⽬標）
園の特⾊

・寛容な⼈間・聡明で愛情深い⼈間・探求⼼の旺盛な⼈間・グローバル社会で活躍できる⼈間
・スタッフが愛情をもって⼦ども⼀⼈ひとりと向き合い、個性を伸ばす「エデュケア」を⾏います。「エデュケア」とは教育と保育を組み合わせた⾔
葉です。
⼊園セレモニー、こどもの⽇、七⼣、プール遊び、夏祭り、敬⽼の⽇、スポーツデイ、ハロウィン、クリスマス会、お正⽉あそび、節分、ひなまつ

園の⾏事

り、お別れ遠⾜、卒園式
健康診断、⻭科検診、懇談会︓年２回

個⼈⾯談、保育参加（希望）有

※誕⽣会、避難訓練、防災・防犯訓練を毎⽉

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣刻おやつ代2,500円/⽉（10⽇以内 1,250円/⽉）
＊⼣⾷代︓7,500円/⽉（10⽇以内 3,750円/⽉）

⼀時保育

なし

看護職の配置

あり

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

あり

給⾷

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は代替⾷・除去⾷にて対応
※その他相談可（宗教上除去など）
＊冷凍⺟乳対応︓あり
＊3歳児以上︓主⾷代 1,500円/⽉ 副⾷代 4,500円/⽉

保育料以外の
必要経費

＊園指定のもの︓教材費7,000円/年（3歳児以上）
＊おむつ︓持参（処理︓園（無料））
紙おむつ提供サービスあり（有料）

保護者会

なし

＊お昼寝布団︓園で⽤意
＊シーツ︓園で⽤意

17 ろぜっと保育園
保育⽅針
（園⽬標）

・⼦育ての科学に基づき、ヒトとしての⽣体の⽣活リズムを守り育て、⼦どもの発達を保障する保育
・⽣活に科学的視点をもった保育
・ヒトとしての発達を保障する保育
・障がい児保育 ・快⾷保育 ・仲間と向かい合い、育ち合う保育

園の特⾊

・⼦ども⼦育て⽀援複合施設なかまの杜のビル内には、保育園の他に、学童クラブ、児童発達⽀援放課後デイサービスの事業所があり、
交流を持っている。
・⻄区⼦育てひろば私⽴常設園として、地域の育児⽀援を⾏っている。園舎開放や交流保育、育児講座を⾏い、また、育児相談を随時
受付けている。

園の⾏事

⼊園・進級を祝う会、プール開き、夏祭り、お泊り保育（４・５歳児）、運動会、クリスマス会、もちつき、⾖まき、成⻑を祝う会、卒園・
お別れ会、ムーミンの会総会、保育参観、保護者向け学習会など
健康診断、懇談会年２回、⻭科検診、個⼈⾯談
＊誕⽣会、避難訓練、防災・防犯訓練を毎⽉

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 300円（時間延⻑サービス利⽤届出書を記⼊して頂ければ85円/30分（第2⼦50%・第3⼦以降
100%減免））
＊⾷事︓朝⼣ともに200円/⾷、利⽤実績分の徴収（上限4,000円）

⼀時保育

なし

看護職の配置

駐⾞場

あり

ベビーカー置き場

給⾷

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊３歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。
＊冷凍⺟乳対応︓あり
＊⾃園調理
＊栄養⼠常駐

保育料以外の
必要経費

（短時間）
（標準時間）
＊０歳児 3,520円/⽉
4,400円/⽉
１歳児 2,650円/⽉
3,520円/⽉
※上記にオムツ処理代が含まれています

保護者会

あり

あり

＊園指定のもの︓なし
＊お昼寝布団︓レンタル（料⾦︓なし）
＊シーツ︓各⾃で⽤意
＊⾏事、園外保育等での実費分負担あり

⾏事により必要な場合は実費分負担あり
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あり（常駐）

18 桃の⽊保育園
保育⽅針
（園⽬標）
園の特⾊

園の⾏事

・⼦どもの健康と安全を基本とし、保護者との連携を図り家庭養育の補完を⾏います。
・明るく思いやりのある⼼や、友だちと⼒を合わせて物事をやり遂げたり、⾃分で考え⾏動できる⼦「⽣きる⼒」を育てます。
・⼦育て⽀援プログラム（⾏事の参加・育児相談・交流保育）
・⼩規模保育施設との連携
・地域の⽅々との交流
春の遠⾜、七⼣、プール開き、夏祭り、プール閉い、敬⽼の⽇集会、運動会、ハロウィン、秋の遠⾜、七五三の祝い、お楽しみ会、お正⽉
あそび、節分会、ひなまつり会、お別れ遠⾜、卒園式
※健康診断︓年２回、⻭科検診︓年２回
※誕⽣会、⾝体測定、避難訓練を毎⽉
※個⼈⾯談︓年2回

延⻑保育
⼀時保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内850円/⽉）
＊⾷事︓⼣刻おやつ代2,500円/⽉（10⽇以内1,250円/⽉）
なし
看護職の配置

駐⾞場

保育園近隣に有料パーキング多数有

ベビーカー置き場

給⾷

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊冷凍⺟乳対応︓なし

保育料以外の
必要経費

＊園指定のもの︓連絡帳、帽⼦
＊おむつ︓持参（処理︓園（250円/⽉））

保護者会

懇談会（年２回）

なし
あり

19 キッズポケット⽊の葉保育園
保育⽅針
（園⽬標）

〈運営⽅針〉◎安⼼安全の中で、⼦どもの成⻑・発達を保障する保育園 ◎保護者とのコミュニケーションを⼤切にし、保護者が⼦育てを
楽しめるようサポートする保育園 ◎地域交流や⼦育て⽀援など、関係者の⽴場に⽴った、地域に必要とされる保育園 ◎職員が⼦ども
たちの⼈格形成期に関わる重責を、⾼い専⾨性と誇りを持って果たせる保育園
〈保育⽬標〉◆健康な⼦ども ◆⾃分も⼈も⼤切にできる⼦ども ◆⾃分で考えて⾏動できる⼦ども

園の特⾊

「⽣きる⼒を育てます」
・はだしで遊べる園庭
・好奇⼼と感動を⽣む体験
・きょうだいグループで育む社会性

園の⾏事

⼊園式・保護者懇談会・健康診断・⻭科検診・クラス交流会・七⼣会・さつま芋栽培・プール遊び・運動会・親⼦遠⾜・クリスマス会・発表
会・⾖まき会・ひな祭り会・誕⽣会・卒園式

延⻑保育
⼀時保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣飯代 350円/１回⾷につき
なし

駐⾞場
給⾷
保育料以外の
必要経費
保護者会

あり（１台）

なし

ベビーカー置き場

あり

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊３歳児以上︓主⾷費 2,000円/⽉ 副⾷費 4,500円/⽉。
＊冷凍⺟乳対応︓あり
＊園指定のもの︓あり（帽⼦、連絡帳）

＊お昼寝布団︓園で⽤意（無料）

個⼈教材の費⽤負担あり
＊おむつ︓持参（処理︓園（300円/⽉））

＊シーツ︓各⾃で⽤意（園での購⼊も可）
＊⾏事費︓1,500円/年

なし
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看護職の配置

20 マイ・ハート紅葉ヶ丘保育園
保育理念 「つつまれる安⼼感」

保育⽅針
（園⽬標）

保育⽅針 「⾷育」「知育」「体育」のバランスのとれた保育
保育環境 「安⼼」「安全」「⾃然」に配慮した保育
保護者や⼦どもとの信頼関係を築き、安⼼安全な保育を⽬指します。⼈間形成の基礎となる乳幼児期に多くの経験を重ねることで、⼀
⼈ひとりが健やかに成⻑していくことを⽀援します。

園の特⾊

園の近くに掃部⼭公園、臨港パーク、伊勢町もくせい公園があり⼗分な⼾外活動をしています。畑や園庭で様々な花や野菜を育てていま
す。⾒える厨房を整備し、⾷材・調理に興味を持たせると共に、⾷事を楽しめる環境づくりに取り組んでいます。外部講師による英語教
室、造形教室、体操教室を⾏っています。

園の⾏事

⼊園式・進級式・七⼣・プール・すいか割り・夏まつり・野菜の収穫・運動会・ハロウイン・クリスマス会・お正⽉あそび・⾖まき・発表会・お散歩
遠⾜（春・秋）・お別れ遠⾜・お別れ会・卒園式
＊毎⽉実施・・誕⽣会・避難訓練・⾝体計測
＊年2回実施・・健康診断・⻭科健診

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣刻おやつ代2,500円/⽉（10⽇以内 1,250円/⽉）
※０歳児の延⻑保育・⼟曜保育については、原則していません。

⼀時保育

なし

看護職の配置

なし

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

あり

給⾷

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊３歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。
＊冷凍⺟乳対応︓なし

保育料以外の
必要経費

＊園指定のもの︓3歳児より体操服、4歳児より制服

＊シーツ︓各⾃で⽤意

＊お昼寝布団、コット（有料）

＊おむつ︓持参（処理︓園(有料))

保護者会

なし

21 キッズパートナーみなとみらい

保育⽅針
（園⽬標）

＜保育理念＞
私たちは、⼦どもたち、そしてかかわるすべてのかたがたの「元気」を創造し、社会に貢献してまいります。
＜保育⽅針＞
情緒の安定が図れる、安全で安⼼して過ごせる最良の環境を提供します。沢⼭の遊びや体験を通し、好奇⼼や創造性、表現⼒を育てま
す。たくさんの⼈とのふれあいから、明るく元気にあいさつできる⼦どもを育てます。⾃分でやりたい、という気持ちを⼤切にして⾃⽴⼼を育てま
す。たくさんのやさしさを注ぎ、思いやりのある、やさしい豊かな⼼を育みます。

園の特⾊

園の近くに⼤きな臨港パーク・⾼島中央公園・⽔際線公園があり、⼾外活動をします。⽂化継承や異⽂化とのふれあい、四季を活かした
⾏事を年間通して実施いたします。
また、厨房の直営運営を活かした⾷育イベントやリズムあそび、貸し出し絵本などを通して、⼦ども、保護者、職員が笑顔でアットホームな温
かな園になるよう⼼がけています。（幼児クラス⽉２回体操教室）

園の⾏事

⼊園式・こどもの⽇・七⼣・プール・夏祭り・野菜の収穫・親⼦遠⾜・運動会・ハロウィン・クリスマス会・正⽉あそび・⾖まき・⽣活発表会・ひ
な祭り・お別れ遠⾜・お別れ会・卒園式
※毎⽉⾏うもの…お誕⽣⽇会・避難訓練・⾝体測定・⾷育イベント

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣刻おやつ代 CDE階層2,500円/⽉（10⽇以内 1,250円/⽉）、AB階層1,250円/⽉（10⽇以内 620円/⽉）

⼀時保育

あり

看護職の配置

なし

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

あり

給⾷

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊3歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。(負担区分Ｄ４以下の世帯は副⾷代免除)
＊冷凍⺟乳対応︓なし

保育料以外の
必要経費

＊おむつ︓持参（処理︓園（無料））
＊お昼寝布団︓コット
＊シーツ・バスタオル・⼝拭き︓０〜２歳児は園で⽤意、 ３歳児以降は各⾃で⽤意

保護者会

あり

会費︓なし
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22 キッズポケット保育園

保育⽅針
（園⽬標）

園の特⾊

【認可乳児保育所】

〈運営⽅針〉
○安⼼・安全の中で、⼦どもの成⻑・発達を保障する保育園
○保護者とのコミュニケーションを⼤切にし、保護者が⼦育てを楽しめるようサポートする保育園
○地域交流や⼦育て⽀援など、関係者の⽴場にたった地域に必要とされる保育園
○職員が⼦どもたちの⼈格形成期に関わる重責を⾼い専⾨性と誇りをもって果たせる保育園
〈保育⽬標〉
○健康な⼦ども ○⾃分も⼈も⼤切にできる⼦ども ○⾃分で考えて⾏動できる⼦ども
◎⼀⼈ひとりに寄り添ったていねいな保育 ◎栄養⼠のもと、⾷材に触れ興味を引き出す⾷育の時間
◎散歩や公園あそびで育む体⼒や感性 ◎外部講師によるリトミック（２歳児）で表現する楽しさを体験
◎卒園後の進級先に連携園優先⼊所あり

園の⾏事

保護者懇談会、クラス交流会、内科健診、⻭科検診、⽔あそび、地域交流（和太⿎演奏会）、交通安全教室、親⼦えんそく、
クリスマス会、⾖まき、ひな祭り、お弁当の⽇、親⼦クッキング、卒園の会
※避難訓練、⾝体測定は毎⽉⾏います。 ※⼀⼈ひとりのお誕⽣⽇にお祝いをします。

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊補⾷︓125円/1回⾷につき

⼀時保育

なし

駐⾞場
給⾷
保育料以外の
必要経費
保護者会

あり（１台）サミット駐⾞場も利⽤可

看護職の配置

なし

ベビーカー置き場

あり

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊冷凍⺟乳対応︓あり
＊園推奨の物あり︓帽⼦、連絡帳、連絡ケース、シーツ、

＊お⼿ふき︓園で⽤意（無料）

⾃由画帳（２歳児）︓代⽤品可
＊おむつ︓持参 使い放題導⼊予定（希望者3,000円程度/⽉）
＊おむつ処理︓園で処理を希望する場合（200円/⽉）

＊⾏事費︓1,500円/年
＊お昼寝布団︓園で⽤意（無料）

なし

23 横浜岡野すきっぷ保育園
保育⽅針
（園⽬標）

【保育理念】地域と⼿を取り合い、⼦ども⼀⼈ひとりを暖かな眼差しで⾒守り育てていける保育環境をつくる
【ミッション】⼦ども⼀⼈ひとりの意思を尊重し⾃主性や主体性を持った意欲溢れる⼦どもを育てる
【保育⽅針】⼀⼈ひとりの育つ⼒に”働きかけ”、“信じる”“待つ”ことで花開かせる保育
それぞれの個性を尊重した⼩規模保育ならではの地域密着型、個⼈密着型の関わりを⼤切にしています。たくさんの愛情を持って信頼関
係に基づいた⼤⼈も⼦どもも楽しいと思える空間作りを⽬指しています。

園の特⾊

すきっぷ保育園では⼦どもの⾃ら育つ⼒を信じ“⾒守る保育”に取り組んでいます。適切な援助を⾏い信じて待つことで⼦どもは⾃ら考え⾏
動していきます。⼤⼈任せではなく「⾃分でやりたい」という意欲を⼤切に育んでいきたいと考えています。
⼾外活動では屋上園庭や近隣公園などの⾃然の中で元気いっぱいに⾝体を動かし、遊びの中で⾃分や相⼿の気持ちに気づき、思いやり
の⼼を⾝につけていきます。安⼼して⽣活できる環境として地域の⽅々に⽀えて頂きながら保護者と⼆⼈三脚で地に根付いた保育園を⽬
指しています。
姉妹園である⻄宮インターナショナルスクールのネイティブ講師による取り組み『英語であそぼう︕』や学習塾での知識を活かした理科実験
『からふるキッズ』などの活動も取り⼊れ、⼦どもたちの可能性を広げるきっかけになればと考えています。

園の⾏事

⼊園式、運動会、季節⾏事、遠⾜、おたのしみ会、卒園式

延⻑保育

延⻑保育料︓〈30分あたり〉1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）第2⼦以降は減免となります。
18時30分以降の保育を利⽤される⽅は、ご希望によって間⾷または⼣⾷を提供します。
間⾷代⽉額2,500円（半⽉1,250円）、⼣⾷代7,500円（半⽉3,750円）

⼀時保育

あり

看護職の配置

あり

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

あり

給⾷

保育料以外の
必要経費
保護者会

＊3歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。
＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表による完全除去⾷を提供
医師の診断、指導のもとに⾷事の対応を相談させて頂きます。
＊⽇本スポーツ振興センター災害共済⾦ 210円／年
＊クラス帽⼦（1歳児以上のクラス）1,060円（在園中1回のみ購⼊）
＊お昼寝⽤簡易ベッド(コット)、シーツ︓保育園で⽤意（無料）
※⾦額は変動する可能性があります。
なし
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＊おむつ︓持参（処理︓園）
＊タオルケット︓各⾃⽤意

24 おはよう保育園花咲町
【保育理念】
豊かに「⽣きる⼒」を育てる

保育⽅針
（園⽬標）

【保育⽬標】
・元気でたくましい⼦ども
・⾃分で考える⼦ども
・思いやりのある⼦ども
・明るくのびのびした⼦ども
【保育⽅針】
・⼦どもの安全と安⼼を基本として、⾃ら伸びる⼒を⼤切にし、成⻑と個性に応じた多様性のある保育をする。
・⼦どもの⽬線で、豊かな愛情をもって、⼀⼈ひとりの気持ちをしっかり受け⽌め、その主体的な活動を育む。
・⼦どもを中⼼に据え、家庭や地域との信頼関係を築き、環境を通して、⼈や物との関わりを⼤切にする。

園の特⾊

主活動は近隣の掃部⼭公園等へのお散歩を中⼼にした屋外活動を⾏う予定です。
⼦ども達がのびのびと⽣活できる保育環境を整え、主体性を持って遊べる保育を実践します。
地域と⼀体となって保育・⼦育てサポートを実践していきます。

園の⾏事

⼊園式、七⼣、夏祭り、運動会、遠⾜、クリスマス会、⽣活発表会、卒園式

延⻑保育

＊延⻑保育料⾦︓30分当たり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊補⾷︓200円（1⽇）、2,500円/⽉（10⽇以内 1,250円/⽉）
＊⼣⾷︓400円（1⽇）、7,500円/⽉（10⽇以内 3,750円/⽉）

⼀時保育

なし

看護職の配置

なし

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

あり

給⾷

委託（㈱グローバルキッズ）
※⽣後18ヶ⽉までは未⾷⾷材除去対応

保育料以外の
必要経費

＊連絡帳（乳児）︓440円（都度）
＊エプロン︓550円（年１回・２歳児まで
＊おたより帳（幼児）︓440円（年１回）

保護者会

あり

※アレルギー⾷材除去対応
＊⾷材費︓6,000円（主⾷費1,500円、副⾷費4,500円）
※⽉額・３歳児以上
＊⾃由画帳︓200円
クレヨン︓550円（幼児のみ）

25 みなとみらいくばがさ保育園
保育理念︓共に学び、共に遊ぶことを通して、未来の希望を育む

保育⽅針
（園⽬標）

園の特⾊

未来の希望たるお⼦様に、⼼⾝ともに健やかに育つ「養護」環境と世界に⽻ばたくための「教育」環境を提供いたします。
保育⽬標︓1、創造的な思考 2、豊かな感性 3、感謝の⼼
保育⽬標となるこどもを育む為に保育指針に基づき職員がこどもを指導するのではなく同じ⽬線で《共に学び、共にあそび》⾃然と⾝に着け
られる環境を作ります。
1、 創造的な思考を促す為に⾃発性を⼤切に、⾒守りや導く保育で何事にもチャレンジしあきらめない姿を⽬指します。
2、 ⾒る、考える、⾏動する事で⾃分を表現し、作り出す⼒を養う保育を実践します。
3、 個々の成⻑にあった保育で家庭や地域と連携し安⼼して健康に育つ中で社会性・優しさ・思いやりを育み、ありがとう・ごめんなさいを⾔
える姿を⽬指します。
みなとみらいから徒歩3分という⽴地で園庭はとても狭いですが、近くには臨港パークやこどもたちがのびのび遊べる場所がたくさんあり⾬が降ら
ない限り毎⽇⼾外遊びをし⾃然に触れています。⾷育にも⼒を⼊れ0歳児〜5歳児まで栄養⼠のもと⾷べる事の⼤切さ楽しさを⽇々感じ
ています。
幼児教育に於いては、英語・珠算・IT（タブレットを活⽤したアクティブラーニング教育）を教育の3本柱としていきます。タブレットを活⽤し
たアクティブラーニング教育では、こどもたちが⾃ら考え発信していく⼒を⾝につける事を⽬的としています。

園の⾏事

⼊園式、夏祭り、運動会、クリスマス会、お楽しみ会、お別れ遠⾜、卒園式、各季節毎の⾏事等

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣⾷代 7,500円/⽉（10⽇以内 3,750円/⽉）、補⾷代 2,500円/⽉（10⽇以内 1,250円/⽉）

⼀時保育

あり（予定）

駐⾞場
給⾷
保育料以外の
必要経費
保護者会

ベビーカー置き場

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は代替⾷・除去⾷にて対応
＊冷凍⺟乳対応︓なし
＊3歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。
＊園指定のもの︓あり（カラー帽等）
＊おむつ︓持参（処理︓園（無料））

＊シーツ︓園で⽤意
＊タオル︓各⾃で⽤意

＊お昼寝布団︓園で⽤意
なし
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あり（予定）

看護職の配置

なし

あり

26 ウィズブック保育園⼾部
保育⽅針
（園⽬標）

園の特⾊
園の⾏事
延⻑保育

「⼦育てに関わる保護者や⼈の成⻑」と「豊かな⼼と⾔葉を持つ⼦どもたちの育成」を実現し、⼈を⼤切にする社会を⽬指す。
・⼦どもたちが既に持っているものを引き出し、発揮できるようになることを⼤切にする。
・その⼦らしさを発⾒し、共に感じ、⾃信が持てるように⽀援する。
・オリジナル絵本を使ったウィズブックプログラムを活⽤した保育活動を⾏い、⼦どもたちに「探求」と「できる⾃分」を意識づけるとともに、幼児
の⼈格形成の基盤を整え「⾃分らしさと⾃ら伸びる⼒」を育む。
・⼦育て⽀援の⼀環として、無料の⼦育て学講座を年３回以上⾏う。
⼊園式、こどもの⽇、縁⽇会、七⼣会、⼗五夜、運動会、クリスマスパーティ、正⽉の遊び、節分、ひなまつり
＊時間外保育料︓30分あたり1,700円（10⽇以内 850円/⽉）
＊⼣⾷代︓7,500円（10⽇以内3,750円） 3歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。

⼀時保育

なし

看護職の配置

あり

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

あり

給⾷
保育料以外の
必要経費
保護者会

＊アレルギー対応︓医師の診断書等がある場合には除去・代替⾷にて対応
＊冷凍⺟乳対応︓なし
＊おむつ︓持参（処理︓園）
＊お昼寝布団︓園でコットを⽤意（無料）

＊シーツ︓各⾃で⽤意
＊イベント等で実費負担あり

あり

27 横浜そらいろ保育園
保育⽅針
（園⽬標）

＜保育理念＞⼦ども⼀⼈ひとりを⼤切に保護者から信頼され地域に愛される保育園を⽬指します。
＜保育⽅針＞豊かな⼈間性を持った⼦どもを育成、⼼と⾝体の⾃⽴を促す保育。
＜保育⽅針＞
１．⼼⾝ともに豊かな⼦ども
２．たくましい⾝体づくり
３．思いやりあのある⼦ども
４．意欲を持つ⼦ども
５．⾃分で考え⾏動できる⼦ども

園の特⾊

横浜駅に近く、最寄り駅からも近く利便性が⾼い地域にあります。
外遊びや散歩を通し、⾃然の様⼦に触れながら好奇⼼や表現⼒を育て、近くの岡野公園で思いっきり体を動かしルールを⾝につけながら
⾝体と⼼を育みます。
英語で遊ぼうでは、ネイティブな英語環境の中で英語に親しみ、テニス教室では、ボールやラケット、その他の運動器具を使って運動を楽し
み、栄養⼠による⾷育では、季節に応じた⾷材があることに気付き、クッキングを通し⾷事をする楽しさを膨らませます。季節に合ったイベン
トも多く楽しく園⽣活を送ります。

園の⾏事

親⼦遠⾜・すいか割り・親⼦運動会・⽣活発表会・クリスマス会・餅つき・お店屋さんごっこ・保育参観等
【毎⽉】お誕⽣会・⾝体測定・避難訓練・英語で遊ぼう（幼児）・テニス教室（幼児）

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⼣刻おやつ代︓2,500円/⽉（10⽇以内 1,250円/⽉）

⼀時保育

あり

看護職の配置

なし

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

あり

給⾷
保育料以外の
必要経費
保護者会

＊アレルギー対応
＊３歳児以上

医師の⽣活管理指導表がある場合には除去⾷にて対応
主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。

＊おむつ︓持参 （処理︓園）
＊お昼寝布団︓園で⽤意（シーツのみ購⼊）

＊園指定のもの︓体操服等購⼊
＊教材費︓あり

なし
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＊⾃園調理
＊冷凍⺟乳対応

なし

28 櫻南幸保育園
＜保育理念＞ひとりの⼈間としての⼈格を⼤切にしながら、温かい家庭的な雰囲気の中で、⼦どもたちがありのままの「⾃分」を出し、成⻑

保育⽅針
（園⽬標）

できる場でありたい。
「共に成⻑していく園」
・⼦ども・保護者・保育園ともに沢⼭話しコミュニケーションを密にとり信頼関係を築いていく。
・明るい声、笑顔のあふれる園を⽬指していく。
・相鉄線「平沼橋駅」⽬の前という⽴地で、間近に様々な電⾞が⾒れます。

園の特⾊

サフィール踊り⼦、成⽥エクスプレス、相鉄線、東海道線、横須賀線、ダブルデッカーライナーなど、⼦どもたちはすぐに⾞体を⾒分けられ⼤
声で呼んでいます。
・⼾外活動で沢⼭体を動かし、給⾷・おやつを沢⼭⾷べて、ぐっすり睡眠するといった⽣活リズムの形成を⼼掛け、⽇々丈夫な体作りに努め
ます。

園の⾏事

⼊園式・遠⾜・運動会・卒園式（予定）・季節の⾏事

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓補⾷200円（1⾷あたり）

⼀時保育
駐⾞場
給⾷
保育料以外の
必要経費
保護者会

看護職の配置

あり（ただし定員の空きがある場合のみ）

ベビーカー置き場

なし
＊アレルギー対応
＊３歳以上
＊冷凍⺟乳対応

なし
あり（スペースに限りがあるため利⽤条件あり）

医師の⽣活管理指導表がある場合には除去⾷にて対応
主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください。
なし

＊おむつ︓持参 （処理︓園（400円/⽉））
＊お昼寝布団︓園で購⼊（コット）シーツ︓園で購⼊

＊園指定のもの︓カラー帽⼦・連絡帳など
＊タオルケット︓各⾃持参

なし

29 アミ―保育園 ⾼島園
保育⽅針
（園⽬標）

＜保育理念＞【健全なこどもは健全な環境が創造する】
＜保育⽅針＞（園⽬標）
・⼼⾝共に健康で元気な⼦
・思いやりのある⼦
・感動を表現できる⼦

園の特⾊

・⾃分で選択・判断して⾃分で⾏動できるよう、集団⽣活の中でも個を⼤切にしていきます。
・異年齢で関わる機会や環境も設けながら遊びを通して⾃⽴・社会性・協調性を育んでいきます。
・アートセラピー等を通して感性を育てていきます。

園の⾏事
延⻑保育
⼀時保育

⼊園式・保育参加・夏祭り・運動会・クリスマス会・卒園式 等
あり 30分850円（⽉10⽇以内）/1,700円（⽉11⽇以上）
補⾷150円（1⾷）・⼣⾷400円（1⾷）
なし
看護職の配置

駐⾞場
給⾷
保育料以外の
必要経費
保護者会

ベビーカー置き場

なし

なし

⾃園調理（離乳⾷・アレルギー児 対応）
＊冷凍⺟乳対応︓なし
＊３〜５歳は個⼈教材の費⽤負担あり
＊お昼寝布団︓園で⽤意（リース）
＊シーツ︓各⾃で⽤意

＊⼊園時︓安⼼伝⾔板サービス
＊おむつ︓持参（処理︓園（有料））
＊購⼊備品︓連絡ノート、カラー帽⼦ 等
なし

14

Y05037{14}

あり

30 京急キッズランド新高島保育園
保育⽅針
（園⽬標）

＜保育理念＞家庭的な雰囲気の中で“こころ” ”からだ” ”えがお”を育てる
＜保育⽅針＞「保育園と家庭と地域の協働」
＜保育⽬標＞”こころ” も ”からだ” も元気な⼦ども
1． ⼦どもの健やかな育成
・ ⽇本の⽂化・伝統に親しめるよう保育をします。 ・ やさしさと思いやりの⼼を育てるよう保育をします。
・ 基本的⽣活習慣が⾝に付くよう保育をします。 ・ 健康な体がつくれるよう保育をします。
・ ⾃然に触れ、四季の移りかわりを感じられるよう保育をします。

園の特⾊

2． 保護者の就労を⽀援
・ お⼦様の⽇中の様⼦がわかるよう｢⾒える｣保育をします。 ・ ⼦育てについての相談にお応えします。
・ お⼦様の成⻑発達の状態をお知らせします。 ・ ご要望には速やかに対応します。
3． 地域住⺠への相談・助⾔
・ 区役所・町内会⻑・⺠⽣児童委員等を中⼼に、園の情報を発信すると共に、情報交換を図り、
地域と⼀体となった保育環境作りに努めます。

園の⾏事

⼊園式・親⼦遠⾜・内科健診・⻭科健診・⼦育て⽀援講座・プール開き・七⼣集会・わくわく保育（年⻑児のみ）
・夏まつり・保育参加・運動会・幼児遠⾜・クリスマス会・おもちつき・節分・⽣活発表会・ひなまつり・卒園式
※変更になることがあります。

延⻑保育

あり（料⾦等はお問い合わせください。）

⼀時保育
駐⾞場
給⾷

なし

看護職の配置

未定

なし

ベビーカー置き場

あり

⾃園調理

保育料以外の
必要経費

教材費（⽂具、粘⼟等），おたより帳，連絡ﾉｰﾄ，紙オムツ（不⾜した場合），主⾷費・副⾷費（２号認定）

保護者会

運営委員 ２名

31 ポピンズナーサリースクール平沼橋（仮称） （令和４年４⽉開所予定）
保育⽅針
（園⽬標）

・寛容な⼈間
・聡明で愛情深い⼈間
・探究⼼の旺盛な⼈間
・グローバル社会で活躍できる⼈間

園の特⾊

・スタッフが愛情をもって⼦ども⼀⼈ひとりと向き合い、個性を伸ばす「エデュケア」を⾏います。「エデュケア」とは教育と保育を組み合わせた⾔
葉です。

園の⾏事

延⻑保育
⼀時保育

⼊園セレモニー、こどもの⽇、七⼣、夏祭り、敬⽼の⽇、スポーツデイ、ハロウィン、クリスマス会、お正⽉あそび、節分、
ひなまつり、お別れ遠⾜、卒園式
健康診断、⻭科検診、懇談会︓年２回
個⼈⾯談、保育参加（希望）有
※誕⽣会、避難訓練、防災・防犯訓練を毎⽉
＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣刻おやつ代2,500円/⽉（10⽇以内 1,250円/⽉）
実施予定
看護職の配置

駐⾞場
給⾷

保育料以外の
必要経費
保護者会

ベビーカー置き場

なし

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は代替⾷・除去⾷にて対応
※その他相談可（宗教上除去など）
＊3歳児以上︓主⾷代 1,500円/⽉ 副⾷代 4,500円/⽉
＊園指定のもの︓教材費7,000円/年（3歳児以上）
＊おむつ︓持参（処理︓園（無料））
おむつサービスあり（3,570円/週5⽇、4,280円/週6⽇）
＊お昼寝布団︓園で⽤意
＊お昼寝⽤タオル・お⼝拭きサービス（1,530円/⽉）
なし
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あり
なし

32 にじいろ保育園平沼（仮称）
保育⽅針
（園⽬標）

園の特⾊

こども理念【のびやかに育て だいちの芽】
保育⽅針【みとめ愛・みつめ愛・ひびき愛】
〜信頼・安定・共感〜を基本家庭的で陽だまりのような環境の中で、
⾃分らしく輝いていける保育を⽬指しています。
各種⼦育て⽀援(絵本貸出、交流保育、⼦育て講座、育児相談等)
臨床⼼理⼠による相談
リトミック・体操指導
栄養⼠⼿作りの給⾷・おやつの提供および⾷育活動

園の⾏事

延⻑保育

⼊園・進級式 こどもの⽇ 七⼣ プール開き 夏祭り ⼣涼み会 運動会 遠⾜ ⽣活発表会 クリスマス会 節分 卒園式
【毎⽉】誕⽣⽇会 避難訓練 ⾝体測定 【年2回】健康診断 ⻭科検診
時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉(10⽇以内は⽉額850円)
⾷事 補⾷代 2,000円(10⽇以内は100円/1⾷)
⼣⾷代 6,000円(10⽇以内は300円/1⾷)

⼀時保育

あり

看護職の配置

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

給⾷

アレルギー対応︓医師の⽣活指導管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
3歳児以上︓主⾷代及び副⾷代については園へお問い合わせください
冷凍⺟乳対応︓原則なし

保育料以外の
必要経費

お昼寝⽤のレンタルシーツ︓レンタルサービス 700円/⽉
※利⽤しない⽅は無料

保護者会

なし

あり
営業確認中

帽⼦649円 おむつ・おしりふきレンタル3,000円/⽉
連絡帳 57円

33 ⻄区中央もえぎ保育室
保育⽅針
（園⽬標）

【⼩規模保育事業B型】

・⼀⼈ひとりに合わせた成⻑を⼼をこめて、お⼿伝いします。
・健全な⽣活習慣を培うとともに、⼼地よい無理のない⽣活リズムを提供します。
・保護者の皆さまにも安⼼していただけるよう、安全と衛⽣には特に注意し、お⼦さまを⼤切にお預かりします。
・⼼地よく無理のない⽣活リズムの中で⽣活⾯情緒⾯の安定を図ります。

園の特⾊

・ひとりひとりを⼤切に、急がせることなく個性に合わせた成⻑の⼿助けをしていきます。
・安全と衛⽣には特に注意しお⼦さまを⼤切にお預かりします。
・⼦育ての情報発信、家庭との連携により⼦どもにとってよりよい環境づくりに努⼒します。

園の⾏事

親⼦遠⾜（※）、七⼣、プール開き、ピクニック、ハロウィン、お店屋さんごっこ（※）、クリスマス会、
⾖まき、ひなまつり、おわかれ会（※）、果物狩り（※）、お誕⽣会（お誕⽣⽇の⽇）
１⽇保育参加（※希望⽇）、保護者懇談会（※年１回）、引き渡し訓練（※年１回）
内科健診（年２回）、⻭科健診（年２回）、避難訓練（毎⽉）
※保護者参加⾏事

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣刻おやつ代2,500円/⽉（10⽇以内 1,250円/⽉）

⼀時保育

なし

看護職の配置

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

給⾷
保育料以外の
必要経費
保護者会

あり

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊冷凍⺟乳対応︓なし
＊園指定のもの︓連絡帳
＊おむつ︓持参（処理︓園（無料））

＊お昼寝布団︓園で⽤意（コット）
＊シーツ︓各⾃で⽤意

なし

16

Y05037{16}

法⼈内にあり

34 おれんじハウス⻄⼾部保育園
保育⽅針
（園⽬標）

【⼩規模保育事業A型】

・ひとりひとりの⼦どもに⼿厚く、きめ細やかな保育を⾏います
・⼦どもの⼼に寄り添い、ありのままの姿を受け⽌めていきます
・⼾外あそびを⼗分に⾏い、様々な⼈や物と関われる環境を作っていきます
・⼦育ての悩みやアドバイスを⾏い、保護者の⼼に寄り添います
・公務員宿舎を活⽤してのアットホームな保育環境で、近くには伸び伸びと遊べる公園があり、普段の保育の中で野⽑⼭動物園にも遊び

園の特⾊

にいきます。
・有機野菜、無添加・無農薬の野菜や調味料にこだわり安⼼・安全な⾷材で給⾷を提供します。また、クッキングや野菜の栽培など⾷育に
も⼒を⼊れていきます。
七⼣、プール開き、ミニ運動会、ハロウィン、クリスマス会、保育参加、ひなまつり、おめでとうの会（⼊園式）、節分、親⼦ふれあい会、お

園の⾏事

延⻑保育
⼀時保育

別れ遠⾜、夏まつり、個⼈⾯談、おおきくなったね会（卒園式）
※内科検診、⻭科検診、懇談会︓年２回
※誕⽣会、避難訓練、防災・防犯訓練を毎⽉
＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣刻おやつ代 1,000円/⽉（10⽇以内 500円/⽉）
なし
看護職の配置

駐⾞場
給⾷
保育料以外の
必要経費
保護者会

なし

なし（⾮常勤であり）

ベビーカー置き場

あり

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊冷凍⺟乳対応︓なし
＊園指定のもの︓連絡帳・散歩⽤帽⼦
＊おむつ︓持参（処理︓持ち帰り）

＊お昼寝布団︓各⾃で⽤意
＊シーツ︓各⾃で⽤意・洗濯

なし

35 キッズパートナー平沼橋

【⼩規模保育事業A型】

保育⽅針
（園⽬標）

・情緒の安定が図れる、安全で安⼼して過ごせる最良の環境を提供します。
・たくさんの遊び体験を通し、好奇⼼や創造性、表現⼒を育てます。
・たくさんの⼈とのふれあいから、明るく元気にあいさつできる⼦どもを育てます。
・⾃分でやりたい、という気持ちを⼤切にして⾃⽴⼼を育てます。たくさんの優しさを注ぎ、思いやりのある、やさしい豊かな⼼を育みます。

園の特⾊

横浜駅から徒歩10分・平沼橋駅から徒歩5分・⼿作り給⾷・おやつ、⾷育イベント、リズム遊びで体⼒作り、貸出し絵本

園の⾏事

⼊園式、七⼣、⽔あそび、野菜の収穫、運動会、ハロウィン、クリスマス会、お正⽉あそび、⾖まき、ひなまつり、お別れ会、卒園式
※内科検診︓年２回、⻭科検診︓年２回、懇談会︓年２回、個⼈⾯談︓年２回
※⾝体測定、誕⽣会、⾷育、避難訓練（防災・防犯訓練含む）を毎⽉

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣刻おやつ代 CDE階層2,500円/⽉（10⽇以内 1,250円/⽉）、AB階層1,250円/⽉（10⽇以内 620円/⽉）

⼀時保育

なし

看護職の配置

あり

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

あり

給⾷
保育料以外の
必要経費
保護者会

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊冷凍⺟乳対応︓なし
＊園指定のもの︓なし
＊おむつ︓持参（処理︓園（無料））

＊お昼寝布団︓園でコットを⽤意（無料）
＊シーツ︓園で⽤意（無料）

なし
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36 キッズパートナー横浜楠町
保育⽅針
（園⽬標）

園の特⾊

園の⾏事

延⻑保育

【⼩規模保育事業Ａ型】

・情緒の安定が図れる、安全で安⼼して過ごせる最良の環境を提供します。
・たくさんの遊び体験を通し、好奇⼼や創造性、表現⼒を育てます。
・たくさんの⼈とのふれあいから、明るく元気にあいさつできる⼦どもを育てます。
・⾃分でやりたい、という気持ちを⼤切にして⾃⽴⼼を育てます。たくさんの優しさを注ぎ、思いやりのある、やさしい豊かな⼼を育みます。
横浜駅から徒歩10分、と利便性の良い場所にあります。
近くに複数の公園があり、園児たちが楽しく過ごせる環境が整っています。
⼊園式、⽔遊び、七⼣、クリスマス会、節分、ひなまつり、お別れ会、お正⽉あそび会、卒園式、運動会、ハロウィン、
内科検診︓年２回、⻭科検診︓年２回、懇談会︓年２回、個⼈⾯談︓年２回、お誕⽣⽇会、⾷育・避難訓練、⾝体測定
＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣刻おやつ代 CDE階層2,500円/⽉（10⽇以内 1,250円/⽉）、AB階層1,250円/⽉（10⽇以内 620円/⽉）

⼀時保育

なし

看護職の配置

なし

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

あり

給⾷
保育料以外の
必要経費
保護者会

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊冷凍⺟乳対応︓なし
＊園指定のもの︓なし
＊おむつ︓持参（処理︓園（無料））
あり

＊お昼寝布団︓園でコットを⽤意（無料）
＊シーツ︓園で⽤意（無料）

会費︓なし

37 キャリー保育園桜⽊町

【⼩規模保育事業Ａ型】

保育⽅針
（園⽬標）

１ 思いやりのあるやさしい⼦
２ 元気いっぱい遊べる⼦
３ 最後まで諦めずに取り組む⼦

園の特⾊

緑豊かな⾃然を残しつつ、美しく整備された町並みの中にある保育園です。家庭的な雰囲気でお⼦さまが「もう⼀つのおうち」と感じることが
できる⼩規模保育園です。

園の⾏事

⼊園・進級を祝う会、⽔遊び、七⼣、遠⾜、クリスマス会、節分、ひなまつり、お別れ会

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣補⾷代 100円/⽇ 利⽤実績分の徴収

⼀時保育

なし

看護職の配置

なし

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

あり

給⾷
保育料以外の
必要経費
保護者会

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は保護者と相談し必要な対応を⾏う
＊冷凍⺟乳対応︓あり
＊おむつ︓持参（処理︓園）
＊お昼寝⽤タオル（掛け⽤・敷き⽤）︓持参
なし（個⼈⾯談あり）
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38 キッズパートナーみなとみらい第2

【⼩規模保育事業Ａ型】

＜保育理念＞

保育⽅針
（園⽬標）

⼦どもたちの未来のために「⽣きる⼒」を育みます。
＜保育⽅針＞
情緒の安定が図れる、安全で安⼼して過ごせる最良の環境を提供します。沢⼭の遊びや体験を通し、好奇⼼や創造性、表現⼒を育てま
す。たくさんの⼈とのふれあいから、明るく元気にあいさつできる⼦どもを育てます。⾃分でやりたい、という気持ちを⼤切にして⾃⽴⼼を育てま
す。たくさんのやさしさを注ぎ、思いやりのある、やさしい豊かな⼼を育みます。
園の近くに3つの公園があり、広い臨港パークではかけっこ、⾼島中央公園で砂遊び、⽔際線公園では貨物列⾞をみたりと、それぞれの公

園の特⾊

園の特性を活かしたあそびや季節を感じるあそびを楽しんでいます。散歩を通し、沢⼭歩ける脚⼒をつけていきます。また、四季を活かした
⾏事を年間通して実施し、⽂化継承に努めています。
厨房の直営運営を活かした⾷育イベントやリズムあそび、貸し出し絵本などを通して、⼦ども、保護者、職員が笑顔でアットホームな温かな
園になるよう⼼がけていきます。

園の⾏事

⼊園式・七⼣の集い・⽔あそび・運動会・ハロウィン・クリスマス会・正⽉あそび・⾖まき・ひな祭り会・お別れ会・卒園式
※お誕⽣⽇会毎⽉、内科健診年２回、⻭科検診年２回、⾝体測定毎⽉１回、避難訓練毎⽉、懇談会年２回、個⼈⾯談年２回、
保育参加（必要に応じて）、⾷育

延⻑保育

＊時間延⻑利⽤料︓30分あたり 1,700円/⽉（10⽇以内 850円/⽉）
＊⾷事︓⼣刻おやつ代 CDE階層2,500円/⽉（10⽇以内 1,250円/⽉）、AB階層1,250円/⽉（10⽇以内 620円/⽉）

⼀時保育

なし

看護職の配置

なし

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

なし

給⾷

＊アレルギー対応︓医師の⽣活管理指導表がある場合は除去⾷にて対応
＊冷凍⺟乳対応︓なし

保育料以外の
必要経費

＊おむつ︓持参（処理︓園（無料））
＊お昼寝コット︓園で⽤意（無料）

保護者会

なし（代わりに運営委員会があります）

＊シーツ、⾷事⽤エプロン、⼝拭き︓園で⽤意（無料）
＊散歩⽤帽⼦・スモッグ︓園で⽤意（無料）
会費︓なし

39 すぎやま家庭保育室
保育⽅針
（園⽬標）

【家庭的保育事業】

・お散歩などを通じて、四季折々の⾃然に触れ、健康な⾝体と豊かな⼼を育てる
・規則正しい⽣活リズムにより、基本的な⽣活習慣の確⽴を⽬指す
・⼀⼈⼀⼈を⼤切にした保育の実践

園の特⾊

家庭的な環境での異年齢保育
少⼈数を対象とするきめ細やかな保育

園の⾏事

内科健診、⻭科検診︓年２回
遠⾜、ひなまつり、七⼣、⽔遊び、クリスマス会、誕⽣⽇会など

延⻑保育

あり

⼀時保育

なし

看護職の配置

あり

駐⾞場

なし

ベビーカー置き場

あり

給⾷
保育料以外の
必要経費
保護者会

あり（アレルギーについてはご相談ください）
＊冷凍⺟乳対応︓あり
＊指定のもの︓なし
＊おむつ︓持参（処理︓持ち帰り）

＊お昼寝布団・シーツ︓保育室で⽤意（無料）

なし
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40 Maple Nursery WEST
保育⽅針
（園⽬標）

【⼩規模保育事業B型】

・⼦どもの成⻑に寄り添い、⼀⼈ひとりの育ちを⼤切にします。
・家庭的なあたたかい雰囲気の中で、⼦ども達が安全で安⼼して過ごせる保育環境を提供します。
・季節を感じつつ、遊びを通して⼼を育む保育を⼤切にします。
⺟乳育児を応援します︕
＜保育理念＞
⼦ども⼀⼈ひとりの個性を尊ぶ保育。

園の特⾊

＜保育姿勢＞
・⼦どもを⾒て学ぶ姿勢を⼤切にし、より良い保育になるように実践・評価・反省を職員⼀同で⾏います。
・ゆったりとした気持ちで⾒守りながら⼦どもの成⻑を待つ保育、⼦ども⼀⼈ひとりへの語りかけるような⾔葉がけを⼤切にします。
・⼦どもの個⼈差・⽉齢差・発達における特性などを理解し、保育者が⼦どもに合わせていく、⼦ども中⼼の環境作りをします。
・⼦どもの発達・周囲との関係性・関⼼の変化に合わせて、保育を展開することのできる保育者の視点をもちます。
・⼦どもだけでなく、家庭に寄り添った⽀援の保育をします。

園の⾏事

⼊園式・英語・リトミック・運動あそび・イースター・こどもの⽇・七⼣・⽔あそび・⾝体測定・内科健診・⻭科健診・避難訓練・遠⾜（交流保
育）・ハロウィン・クリスマス・⾖まき・ひなまつり・個⼈⾯談・保護者会・成⻑発表会（卒園式）など

延⻑保育

時間延⻑利⽤料︓30分あたり1,700円/⽉（10⽇以内 850円 /⽉）

⼀時保育
駐⾞場

なし
あり（１台送迎時の利⽤可）

看護職の配置

なし

ベビーカー置き場

あり

給⾷

＊乳幼児のアレルギー発症リスクを考え、卵・乳製品を使わない献⽴を作成（乳化剤は使⽤）。※午前おやつで⽜乳が出ます。
＊⼦ども達が楽しく⾷べることに重点をおき、管理栄養⼠が栄養⾯に考慮し作成したメニューの給⾷を提供。
＊季節の⾷材を意識してメニューにも取り⼊れていく。
＊アレルギー対応︓あり
＊冷凍⺟乳対応︓あり

保育料以外の
必要経費

＊お昼寝布団︓園で⽤意（シーツ︓各⾃⽤意）
＊おむつ︓持参（処理︓園）

保護者会

年⼆回（給⾷試⾷会・おやつ試⾷会同時開催（給⾷・おやつ試⾷代を別途徴収））

＊⼊園時︓連絡帳・カラー帽⼦
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