
令和４年10月24日現在

施 設・事 業 名 住　所 確認年月日 辞退年月日 連 絡 先

　東 京 都 認 証 保 育 所

1 山崎こじか園 大田区西糀谷一丁目31番１号 令和元年８月６日 03-3731-5091

2 チャイルドケアセンター青い鳥 大田区山王二丁目１番６号キャビックビル４・５階 令和元年８月６日 03-5718-5336

3 ピノキオ幼児舎下丸子園 大田区下丸子二丁目１番１号ジェイコート下丸子１階 令和元年８月６日 03-5741-1900

4 蒲田プチ・クレイシュ 大田区蒲田五丁目20番10号第二美須ビル２階 令和元年８月６日 03-5711-5977

5 パレット保育園・大岡山 大田区北千束三丁目１番１号 令和元年８月６日 03-5754-1149

6 ピノキオ幼児舎久が原園 大田区久が原三丁目37番５号メゾン久が原１階 令和元年８月６日 03-5747-2555

7 まごめ共同保育所 大田区西馬込一丁目18番13号 令和元年８月６日 03-3771-1969

8 アスクおんたけ保育園 大田区北嶺町34番６号中央ビル１階 令和元年８月６日 令和3年3月31日 03-5754-0861

9 むさし新田駅前保育園 大田区矢口一丁目19番５号ＤＲホームズ武蔵新田１階 令和元年８月６日 03-3758-1021

10 池上プチ・クレイシュ 大田区池上六丁目１番７号ブルースカイハイツ２階 令和元年８月６日 03-3753-2288

11 ポピンズナーサリースクール下丸子 大田区下丸子四丁目21番13号　ザ・リバープレイスモール２階 令和元年８月６日 03-5741-2100

12 ゆらりん大森プロストシティ保育園 大田区大森北二丁目13番31号 令和元年８月６日 03-3762-1488

13 はなぞの保育室 大田区西蒲田七丁目12番10号サンパレス花園２階 令和元年８月６日 03-3736-1187

14 マミーズエンジェル大森保育園 大田区大森北一丁目31番５号大森大東ビル１・２階 令和元年８月６日 03-3763-8787

15 ナーサリールームベリーベアー久が原 大田区久が原三丁目36番13号久が原クリニックビル２階 令和元年８月６日 03-5748-7171

16 きらきら保育園 大田区千鳥二丁目３番20号Ｋ＆Ｏ会館１階 令和元年８月６日 03-3750-6395

17 ナーサリールームベリーベアー蒲田 大田区蒲田四丁目46番２号 令和元年８月６日 03-5713-0622

18 羽田空港アンジュ保育園 大田区羽田空港三丁目３番２号羽田空港第１ターミナル北ウィング３階 令和元年８月６日 03-5756-7311

19 羽田空港第２アンジュ保育園 大田区羽田空港三丁目３番２号羽田空港第１ターミナル北ウィング３階 令和元年８月６日 令和3年3月31日 03-5756-7311

20 アスク雪谷大塚保育園 大田区南雪谷二丁目12番10号クニミツビル２階 令和元年８月６日 令和3年3月31日 03-5754-3167

21 マミーズエンジェル上池台保育園 大田区上池台二丁目15番１号共立上池台ビル１階 令和元年８月６日 03-3726-7288

22 ポピンズナーサリースクール多摩川 大田区下丸子三丁目29番14号 令和元年８月６日 03-5741-2181

23 ココロラボインターナショナル田園調布 大田区田園調布本町29番２号ウェル田園調布２階 令和元年８月６日 03-3721-8391

24 青い保育園 大田区山王四丁目１番16号 令和元年８月６日 03-3777-1946

25 マミーズエンジェル池上保育園 大田区池上三丁目32番17号ツインウッドスクエアＡ館２階 令和元年８月６日 03-3752-8877

26 マミーズエンジェル上池台第二保育園 大田区上池台五丁目16番６号ロックヒル稲荷坂１階 令和元年８月６日 03-3728-8808

27 アスク下丸子保育園 大田区千鳥三丁目25番10号千鳥ＴＫビル１・２階 令和元年８月６日 令和3年3月31日 03-5741-1041

28 保育ルーム　フェリーチェ大田馬込園 大田区中馬込二丁目23番７号ゴールドクレスト２Ａ号室 令和元年８月６日 03-3778-9800

29 モニカ矢口渡 大田区多摩川一丁目20番10号多摩川ハウス１階 令和元年８月６日 令和3年3月31日 03-6459-8800

30 ココファン・ナーサリー馬込 大田区中馬込二丁目８番１号日経エスプラナード１階 令和元年８月６日 03-5709-7165

31 子供の部屋保育園 大田区中央五丁目10番16号 令和元年８月６日 03-3753-5679

32 大森山王こども園 大田区山王二丁目３番13号シオカワビル３階 令和元年８月６日 03-3774-6066

33 石川台らる保育園 大田区石川町二丁目３番16号プレステート石川台２階 令和元年８月６日 03-6425-8211

34 石川台駅前こども園 大田区東雪谷二丁目８番３号第一石川台ビル１階 令和元年８月６日 03-5499-0122

【 東京都大田区 】 幼児教育・保育の無償化　対象施設・事業一覧
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35 ポピンズナーサリースクール羽田 大田区羽田旭町11番１号 令和元年８月６日 03-5735-2177

36 明日葉保育園雪谷園 大田区東雪谷二丁目17番２号グリーンエイト雪谷１階 令和元年８月６日 令和２年８月31日 03-3720-6710

37 こどもみらい東雪谷 大田区東雪谷二丁目20番10号 令和元年８月６日 03-6425-6714

38 ここわ保育園 大田区北千束一丁目１番６号フォルトゥーナ１階 令和元年８月６日 03-6459-5933

39 すみれナーサリー 大田区北馬込二丁目50番１号ラ・メルシー荏原町１階 令和元年８月６日 03-5746-3457

40 ローリスナーサリー大森 大田区大森北一丁目26番17号第一生命ビル１・２階 令和元年８月６日 03-5763-5200

41 チャレンジキッズ北千束園 大田区北千束二丁目７番１号ヒルトップ洗足１階 令和元年８月６日 03-6451-3951

42 ヒューマンアカデミー蒲田保育園 大田区西蒲田八丁目12番６号 令和元年８月６日 03-3731-0635

43 こどものこころ保育園 大田区南六郷一丁目12番９号 令和元年８月６日 03-3735-0033

44 アクト池上保育園 大田区池上七丁目５番４号オーケーコート２階 令和元年８月６日 03-5748-5550

45 ＣｏｃｏＳｍｉｌｅ千鳥町園 大田区千鳥一丁目15番11号ＴＷＩＮ ＷＯＯＤ ＳＱＵＡＲＥ２階 令和元年８月６日 令和3年3月31日 03-5755-3811

46 クオリスキッズくがはら第２保育園 大田区南久が原二丁目９番１号mii８久が原０００１ 令和元年９月25日 03-6459-8352

47 ミントリーフ雪谷園 大田区東雪谷二丁目17番２号グリーンエイト雪谷１階 令和２年９月１日 03-3720-6710

　認 可 外 保 育 施 設

1 Ｋｉｄｓ ＤｕｏＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ池上 大田区仲池上二丁目10番１号 令和元年８月６日 03-6410-6571

2 ＦＵＴＵＲＥ児童園・下丸子 大田区下丸子三丁目13番６号Ｈｏｕｓｅ Ｓｗａｌｌｏｗ１階 令和元年８月６日 03-5534-9388

3 保育所ちびっこランド大森園 大田区大森北一丁目32番10号宗形ビル１階 令和元年８月６日 03-3763-7103

4 こぐまのお家 大田区田園調布五丁目47番１号 令和元年８月６日 令和２年３月31日 03-5755-5672

5 ぱ・どぅ・ままんず保育室 大田区西蒲田四丁目30番15号蒲田ハウス１階 令和元年８月６日 070-4295-9985

6 キンダーキッズインターナショナルスクール東京本校 大田区東嶺町41番20号 令和元年８月６日 03-5732-1600

7 しゅうこうかい保育園KN蒲田園 大田区南蒲田一丁目25番７号 令和元年８月６日 03-3735-0777

8 保育室　サン御園 大田区西蒲田七丁目49番２号大田区社会福祉センター１階 令和元年８月６日 03-6424-5088

9 子供の部屋保育室 大田区西蒲田一丁目16番５号 令和元年８月22日 令和２年４月30日 03-3753-4359

10 たんぽぽ保育園 大田区石川町二丁目９番３号 令和元年８月22日 03-3726-1537

11 サポートナミキ 大田区池上一丁目６番３号 令和元年８月22日 03-3755-0610

12 メリーポピンズ南蒲田ルーム 大田区南蒲田二丁目20番２号Ｋ．Ｓハイム１階 令和元年８月22日 03-6424-5678

13 ももんが保育園 大田区鵜の木二丁目２番２号 令和元年８月22日 令和２年12月28日 03-4283-3154

14 Ｆａｍｉｌｙ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　むぎっこ 大田区南六郷二丁目19番14号 令和元年８月22日 03-6325-8501

15 蒲田子どもの家 大田区蒲田三丁目16番12号 司ビル２階 令和元年８月22日 03-3735-7117

16 ＳｋｙＣｒｅｓｔ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｃｈｏｏｌ 大田区田園調布一丁目31番６号 令和元年８月22日 03-6339-1171

17 ヤクルト 雪谷南保育園 大田区北嶺町10番12号 令和元年８月22日 03-6451-7512

18 ヤクルト 大森中保育園 大田区大森中二丁目14番10号 令和元年８月22日 令和２年11月10日 03-3766-8961

19 ヤクルト 糀谷保育園 大田区南蒲田三丁目３番１号（２階） 令和元年８月22日 03-3743-9180

20 ディスコ大森保育ルーム 大田区大森北二丁目13番11号 Ｂ棟２階 令和元年８月22日 03-4590-1120

21 牧田総合病院蒲田分院保育室 大田区西蒲田四丁目22番１号　牧田総合病院蒲田分院４階 令和元年８月22日 令和2年12月31日 03-5748-5020
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22 社会医療法人財団仁医会ひまわり保育室 大田区西蒲田八丁目20番８号　アゼルビル３号館３階 令和元年８月22日 070-3032-7479

23 京浜会保育室 大田区大森南一丁目２番19号 令和元年８月22日 令和3年3月31日 03-3745-3631

24 コッコハウス保育室（松井病院） 大田区池上二丁目８番10号オルタス101号室 令和元年８月22日 03-3752-3745

25 子ども家庭支援センター大森　一時保育室「キッズなルーム大森」 大田区大森北四丁目16番５号 令和元年８月22日 03-5753-0805

26 子ども家庭支援センター六郷　一時保育室「キッズなルーム六郷」 大田区仲六郷二丁目44番11号六郷地域力推進センター３階 令和元年８月22日 03-3733-1152

27 大田病院 うさぎ保育園 大田区大森東四丁目３番11号大田歯科ビル３階 令和元年９月２日 03-3762-7320

28 東京蒲田病院 保育室 大田区西蒲田六丁目35番12号ＭＢＣビル２階 令和元年９月２日 03-3735-3420

29 せいこう会保育園プチとまと 大田区東矢口三丁目２番１号114 令和元年９月２日 令和4年3月31日 03-3738-3720

30 東邦大学医学部附属　東邦大学保育園 大田区大森西五丁目３番15号 令和元年９月２日 03-3762-4151

31 田園クラス・ブルードア 大田区田園調布二丁目50番１号ヤマナカヤビル201 令和元年９月２日 03-3722-6276

32 Ｐａｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｃａｄｅｍｉｅ田園調布 大田区田園調布一丁目60番８号 令和元年９月４日 03-3721-4185

33 公益財団法人才能開発教育研究財団 日本モンテッソーリ教育綜合研究所附属 子供の家 大田区千鳥三丁目25番５号 令和元年９月12日 03-5741-2270

34 子育て支援クラブ　cabane de raisin 大田区田園調布二丁目40番19号　フォースDC１階 令和２年11月１日 03-6822-3986

35 くろすキッズ保育園 大田区中央四丁目33番17号 令和３年４月20日 03-3773-8033

36 Hope International　School 大田区蒲田四丁目29番２号 令和４年７月15日 050-1303-4398

37 きりんくらぶ。 大田区羽田四丁目19番８号 令和４年７月17日 03-3744-6201

　認 可 外 保 育 施 設 （ 居 宅 訪 問 型 保 育 事 業 ）

1 エスク 大田区北千束一丁目34番６号 令和元年９月25日 03-3723-1122

2 あいりすチャイルドケアサービス 大田区西馬込一丁目32番15号共信ビル303 令和元年９月25日 03-6429-7111

3 特定非営利活動法人ビオラたすけあいワーカーズＡＣＴ大田 大田区千鳥一丁目25番12号大山ビル２階 令和元年９月25日 03-5732-3380

4 公益財団法人大田区シルバー人材センター 大田区仲六郷一丁目６番９－125号 令和元年９月25日 03-3739-6666

5 PETITE　MAMAN 大田区久が原六丁目14番3号 令和4年１月26日 070-3624-4126

　一 時 預 か り 事 業

1 保育室 サン御園 大田区西蒲田七丁目49番２号大田区社会福祉センター１階 令和元年８月６日 03-6424-5088

2 子ども家庭支援センター大森　一時保育室「キッズなルーム大森」 大田区大森北四丁目16番５号 令和元年８月６日 03-5753-0805

3 子ども家庭支援センター六郷　一時保育室「キッズなルーム六郷」 大田区仲六郷二丁目44番11号六郷地域力推進センター３階 令和元年８月６日 03-3733-1152

4 大田区立萩中児童館 大田区萩中一丁目１番８号 令和元年８月６日 03-3734-1806

5 クオリスキッズくがはら保育園 大田区東嶺町28番４号 令和元年８月30日 03-5748-0303

6 蒲田保育専門学校ふぞく糀谷駅前保育園 一時保育室スマイル 大田区西糀谷四丁目29番16号２階 令和元年８月30日 03-6715-1510

7 小鳩スマート保育所上池台 大田区上池台五丁目19番14号ヒルサイド上池台101 令和元年８月30日 03-6425-8590

8 小鳩スマート保育所大森 大田区山王三丁目１番７号大森勘ビル101Ａ・Ｂ 令和元年８月30日 03-6429-9357

9 小鳩スマート保育所北馬込 大田区北馬込二丁目１番１号サンファスト北馬込１階 令和元年８月30日 03-6809-9670

10 たんぽぽのこども保育園 大田区南六郷二丁目35番１号 令和２年４月１日 03-4405-5451

11 小鳩ナーサリースクール中馬込 大田区中馬込二丁目２番18号 令和２年７月１日 03-6303-8027

12 グローバルキッズ上池台園 大田区上池台五丁目５番12号 令和２年７月１日 03-6425-6816
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13 グローバルキッズ千鳥町園 大田区千鳥一丁目24番５号 令和２年７月１日 03-6715-5862

14 ナーサリールームベリーベアー大森西 大田区大森西五丁目25番21号　２階 令和２年７月１日 03-5763-5676

15 ケンパ西馬込 大田区西馬込一丁目16番18号 令和４年８月1日 03-6429-9885

　病 児 保 育 事 業

1 病児保育ルームアリエル 大田区田園調布二丁目34番3号フォルテシモ田園調布104 令和元年８月21日 03-3721-7676

2 病児保育室うさぎのママ 大田区多摩川一丁目６番16号 令和元年８月21日 03-3758-0066

3 病児保育室うさぎのママⅡ 大田区多摩川一丁目26番28号 令和元年８月21日 03-3758-0066

4 キッズメディカルステーション 大田区中央七丁目15番14号 令和元年８月21日 03-3755-8827

5 病後児保育室ライオンのこどもべや 大田区久が原三丁目36番13号２階 令和元年８月21日 03-5747-0750

6 病後児保育室山崎こじか園 大田区西糀谷一丁目31番１号 令和元年８月21日 03-3731-5093

7 ろくごう病児保育室 大田区仲六郷四丁目19番２号 令和元年８月21日 03-5480-5088

8 大森医師会病児保育室Ｐｉｃｃｏｌｏ Ｂｏｓｃｏ 大田区中央四丁目31番14号 令和元年８月21日 03-3772-2412

9 病児保育室Ｄｒｅａｍｙ Ｋｉｄｓ 大田区南馬込五丁目26番７号 令和元年８月21日 03-6429-9815

　子 育 て 援 助 活 動 支 援 事 業 （ フ ァ ミ リ ー ・ サ ポ ― ト ・ セ ン タ ー 事 業 ）

1 ファミリー・サポートおおた 大田区大森北四丁目16番5号 令和元年８月６日 03-5753-1152
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