
平成31年3月現在

保 育 園 名 光明第一保育園 光明第二保育園 光明第三保育園 光明第四保育園 光明第五保育園 光明第六保育園 光明第七保育園 光明第八保育園 光明高倉保育園
八王子市立
長房南保育園

八王子市立
石川保育園

光明府中南保育園

定 員 350名 122名 130名 145名 100名 58名 100名 128名 143名 80名 85名 67名

開 園 日 昭和23年1月1日 昭和25年9月1日 昭和26年6月5日 昭和29年4月17日 昭和38年11月1日 昭和40年4月1日 昭和43年1月1日 平成8年4月1日 平成18年4月1日 平成22年4月1日 平成23年4月1日 平成30年4月1日

郵 便 番 号 192-0055 184-0014 193-0803 193-0823 193-0933 190-0152 192-0005 192-0373 183-0033 193-0824 192-0032 183-0027

所 在 地
東京都八王子市
八木町8-11

東京都小金井市
貫井南町1-13-17

東京都八王子市
楢原町971

東京都八王子市
横川町603

東京都八王子市
山田町1688-2

東京都あきる野市
留原50

東京都八王子市
宮下町354

東京都八王子市
上柚木3-13-2

東京都府中市
分梅町1-31

東京都八王子市
長房町520
都営54号棟

東京都八王子市
石川町2966－8

東京都府中市
本町2-29-11

電 話 042-623-3386 042-381-8706 042-624-3051 042-625-4118 042-664-0854 042-596-1303 042-691-1847 042-675-4811 042-330-2005 042-664-1471 042-642-2853 042-363-9714

F A X 042-627-3645 042-381-8541 042-623-6127 042-622-5650 042-661-4423 042-595-2734 042-692-4070 042-675-4822 042-330-2009 042-664-1472 042-656-0206 042-340-7129

正 規 職 員 57 24 22 26 22 14 19 23 31 13 12 24

有 期 職 員 45 21 24 19 15 8 18 18 28 14 18 14

合 計 102 45 46 45 37 22 37 41 59 27 30 38

開 所 時 間 07：00～18：00 07：00～18：00 07：30～18：30 07：00～18：00 07：30～18：30 7：30～18：30 07：00～18：00 07：30～18：30 07：00～18：00 07：30～18：30 07：30～18：30 07：00～18：00

延 長 保 育 18：00～19：00 18：00～19：00 18：30～19：00 18：00～19：00 18：30～19：00 なし 18：00～19：00 18：30～19：00 18：00～22：00 18：30～19：00 18：30～19：00 18：00～19：00

子育て支援

出前保育／育児講座／保育
所体験／園庭開放／ベビー
マッサージ／行事への招待
／子育て情報紙発行／サー
クル支援

出前保育／育児講座／保育
所体験／園庭開放／ベビー
マッサージ／ジュニアダン
ス／行事への招待

出前保育／育児講座／保育
所体験／図書貸出／行事へ
の招待

出前保育／育児講座／保育
所体験／給食試食／行事参
加／行事への招待／子育て
情報紙発行

出前保育／育児講座／保育
所体験／園庭開放／ベビー
マッサージ／図書貸出／行
事への招待

出前保育／育児講座／保育
所体験／行事への招待

出前保育／育児講座／保育
所体験／園庭開放／ベビー
マッサージ／体操教室／行
事への招待

出前保育／育児講座／保育
所体験／園庭解放／ベビー
マッサージ／行事への招待
／子育て情報紙の発行

出前保育／育児講座／園庭
開放／ベビーマッサージ／
行事への招待

出前保育／育児講座／保育
所体験／園庭開放／行事へ
の招待

出前保育／育児講座／保育
所体験／園庭開放／行事へ
の招待

育児講座／保育所体験／園
庭開放／行事への招待

一時預かり

有：1歳以上（利用日に１
歳以上であれば利用可能）

有：1歳以上（利用日に1歳
以上で離乳食終了してあれ
ば利用可能）

有：1歳以上（利用日に１
歳以上であれば利用可能）

緊急の場合、相談に応じ
る。

緊急の場合、相談に応じ
る。

あきる野市子育て支援課か
らの依頼により、お預り致
します。

緊急の場合、相談に応じ
る。

有：1歳以上（利用日に１
歳以上であれば利用可能）

有：1歳の誕生日を迎えた
翌月から利用可能

緊急の場合、相談に応じ
る。

緊急の場合、相談に応じ
る。

なし
（平成31年度中に開始予
定）

世代間交流

地域高齢者との交流／デイ
サービスセンター訪問／小
学生ボランティア／行事へ
の招待

あんず苑との交流／卒業生
との交流／小学校、学童と
の交流

法人内老人ホームとの交流
／伝承遊び（独楽まわし）
／茶道での交流

地域の高齢者や園児の祖父母を
誕生会招待／近隣高齢者施設訪
問／行事招待／お手玉教室他

地域の高齢者施設との交流
／行事への招待

地域高齢者「すみれ会」との交
流／近隣高齢者施設への訪問／
地域ボランティアの方によりお
囃子指導

近隣高齢者施設への訪問／
地域高齢者との交流／行事
への招待

地域の高齢者との交流／給
食試食会／園児の祖父母対
象の誕生会招待／行事参加

併設の介護予防推進セン
ターご利用者様とのふれあ
い会

デイサービスセンターとの交流
／ボランティアとの交流／地域
高齢者の方とのお茶会／行事へ
の招待

高齢者施設との交流／ボラ
ンティアとの交流／行事へ
の招待

地域高齢者の方との交流／
行事への招待

休 日 保 育 なし なし なし なし なし なし なし なし

有：保護者の就労によりお
預かりします。

なし なし なし

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ なし なし なし なし なし なし なし なし

有：市内保育所・幼稚園・
学童の児童を満2歳から6年
生までお預かりします。 なし なし なし

社会福祉法人多摩養育園　保育園一覧表
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