
令和４年１０月１日現在
《注意事項》

◆　施設ごとの利用可能人数は現在の予定数です。実際に利用できる人数は変更になることがあります。

◆　利用可能人数が空欄の場合は、利用可能人数が０です。利用可能人数が０でも、今後退所者などが出た場合に利用できることがあります。

◆　利用決定は、申込者の中から利用選考基準に基づいて、審査し決定します。　申込みの先着順ではありません。

◆　令和４年１１月利用申込みの締切日は、令和４年１０月７日（金）必着です。

お問い合わせ：希望園を管轄する部署へお願いします。

・緑子育て支援センター

・　　　　〃　　　　（城山担当）
・　　　　〃　　　　（津久井担当）
・　　　　〃　　　　（相模湖担当）
・　　　　〃　　　　（藤野担当）
・中央子育て支援センター
・南子育て支援センター

管轄 施設類型 所在地 施設・事業者名 設置 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児～

星の子保育園 社福 1 3
星の子第３保育園 社福 2
相原保育園 市立 1 1
レイモンド西橋本保育園 社福 1 2
コンビプラザ橋本保育園 株式 2
アスク橋本保育園 株式

エンゼルハウス保育園 株式 2 3
　　　　〃　　　　　分園 株式

レイモンド橋本保育園 社福 2 1
　　　　〃　　　　　分園 社福

げんきっず第２保育園 社福 2 1 1
こうのとり橋本保育園 社福 1
　　　　〃　　　　　分園 社福

げんきっず保育園 社福 1 6 3 4
星の子第２保育園 社福 2 2 2 2

橋本台 橋本中央保育園 その他 4 1 2
東橋本 高見保育園 社福 1 1
大島 小さき花保育園 社福 1

上九沢 大沢保育園 市立

二本松こども園 社福

認定こども園　相模野幼稚園 学法

幼保連携型認定こども園　橋本りんごこども園 社福

幼保連携型認定こども園　ひまわり第２こども園 社福 2 2
西橋本 西橋本みたけこども園 社福 1

幼保連携型認定こども園　みんなのとっぽこども園 社福

幼保連携型認定こども園　東橋本ひまわりこども園 社福 1
幼保連携型認定こども園　大島幼稚園 学法 3
幼保連携型認定こども園　むくどり風の森こども園 社福 2 2
　　　　　　　　〃　　                    分園 社福

幼保連携型認定こども園　大沢幼稚園 学法

幼保連携型認定こども園　むくどりこども園 社福

認定こども園　きらきら 社福

　     　 〃　　　　 分園やまと 社福

幼保連携型認定こども園　むくどり風の丘こども園 社福

認定こども園
（保育所型）

橋本 りとせ橋本こども園 一社 2 2 2

相原 認定こども園　新町幼稚園 学法 3
橋本 認定こども園　橋本幼稚園 学法

大島 認定こども園　げんきっこ 学法

下九沢 認定こども園　てるて幼稚園 学法 2
大山町 オアシスみくり保育園(A型) 社福

こころ保育園橋本駅南口(B型) その他

ぬくもりのおうち保育橋本園(A型) 株式 1
ゆうゆう保育園(B型) その他 1
ぬくもりのおうち保育第２橋本園(A型) 株式

保育園マミーキッズ橋本西口園(B型) 株式 1
東橋本 ゆめりあ保育園(B型) その他

久保沢 城山中央保育園 市立 5 2
谷ケ原 城山西部保育園 市立 3 5 4
町屋 げんきっず城山保育園 社福

若葉台 認定こども園　城山わかば幼稚園 学法 若干名 若干名

原宿南 認定こども園　たいようのこ 学法 若干名 若干名

小規模保育事業者 向原 すまいるランド(B型) 株式

青山 串川保育園 市立 10 11 11
青野原 青野原保育園 市立 1 4 9 5
太井 中野保育園 市立 5 4

根小屋 串川東部保育園 市立

三ヶ木 津久井中央保育園 市立 2 2
認定こども園
（幼稚園型）

長竹 認定こども園　津久井ヶ丘幼稚園 学法

認可保育所 寸沢嵐 内郷保育園 市立 2 2 4 5
認定こども園
(幼保連携型）

与瀬 相模湖こども園 市立 1 8 6 7

〃
藤野担当

認可保育所 日連 日連保育園 市立 2 4 8 7

緑
子育て支援センター

認可保育所

相原

西橋本

橋本

認可保育所

認可保育所

認定こども園
（幼稚園型）

〃
津久井担当

〃
城山担当

電話　042-769-9267
電話　042-701-7723

認定こども園
（幼稚園型）

相模原市　認定こども園・認可保育所等施設利用可能人数
（令和４年度）

電話　042-775-8813

電話　042-783-8060
電話　042-780-1420　
電話　042-684-3737
電話　042-687-5515

二本松

東橋本

上九沢

下九沢

橋本

大島
認定こども園
(幼保連携型）

〃
相模湖担当

小規模保育事業者 橋本
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管轄 施設類型 所在地 施設・事業者名 設置 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児～

たけの子保育園 社福 1
たけの子第２保育園 社福

中央 ミラッツ相模原保育園 株式

エポック保育園 一社 1 1
エンゼル保育園 社福 2
ぽっかぽっかナーサリー　相模原園 株式 4 2 1
保育ルームFelice相模原園 株式 2 3 5
相模原保育園 市立

すすきの町 すすきの保育園 社福 1
矢部 相模保育園 学法 1

千代田保育園 社福

　　 〃　　 分園ムーミン 社福

ふじ乳児保育園 社福

　　　〃 　　　分園ふじ 社福

青葉 和泉保育園 社福 3
光が丘 上溝保育園 社福

こひつじ保育園 一社 1 1
陽光台保育園 市立

すずらん保育園 株式

保育園ちびっこはうす その他

上矢部 もみじ保育園　上矢部 社福 1 1
東淵野辺 保育園ぐらんでぃーる 株式

夜間保育所ドリーム 社福

ＹＭＣＡオベリン保育園 社福

淵野辺わんぱく園 株式

にじいろ保育園淵野辺 株式

はらから保育園 社福 1
ぽっかぽっかナーサリーインターナショナル園 株式 1 1

矢部新町 上矢部保育園 市立

ひよこ保育園 社福 2 2
　　 〃　　 分園 社福

ふじ第二保育園 社福

ひよこ第２保育園 社福

南上溝保育園 市立

水郷田名 友愛保育園 社福 2
桑の実保育園 その他 1
田名保育園 市立

宮下 誠心こども園 社福 6 2
幼保連携型認定こども園　第二ふたば園 社福 2
南橋本みたけこども園 社福

横山台 横山台こども園 社福

横山 認定こども園　すこやか 社福

中央 　　　　〃　　　　　  分園はぐくみ 社福

相生 相生こども園 社福

小町通 小町通みたけこども園 社福

星が丘 幼保連携型認定こども園　星ヶ丘二葉園 社福

相模原 　　　　   〃　　　　　　 　　　　　分園 社福

幼保連携型認定こども園　ひかりキッズ 社福

　　　　　〃　 　　                 分園 社福

東淵野辺 たけのうちこども園 社福

共和 ふちのべ美邦こども園 社福

愛の園ふちのべこども園 社福

　　　　　〃　　    　分園まほろば 社福

田名 幼保連携型認定こども園　清水こども園 社福

上溝 どんぐりこども園 社福 1
ゆめいろこども園 株式

　　　〃　　　　分園 株式 1 4
下九沢 認定こども園　あかね幼稚園 学法 4 2 1

宮下本町 認定こども園　小山白ゆり幼稚園 学法

横山台 認定こども園　よこやま幼稚園 学法

矢部 相模白ゆり幼稚園 その他

星が丘 認定こども園　星が丘幼稚園 学法 9 2
光が丘 認定こども園　中央幼稚園 学法

認定こども園　相模つばさ幼稚園 学法

認定こども園　ひばりっ子クラブ 学法

東淵野辺 認定こども園　たけのうち幼稚園 学法

上溝 認定こども園　みずほ幼稚園 学法 2 2 2
水郷田名 認定こども園　田名幼稚園 学法 若干名 若干名 若干名 若干名

相模原 相模原さくら保育園(A型) その他

鹿沼台 リージョン淵野辺保育園(A型) 一社

クローバー淵野辺保育園(A型) 一社

ひばりっ子保育園(A型) 学法

光が丘 スマイルナーサリー八雲（A型） 学法

陽光台 ナーサリースクールNIJI(A型) 学法

相模原 けんせい保育園(B型) 株式

グリンウッド保育園(B型) 株式 2
バンビーニ保育園(B型) 株式

東淵野辺 保育園キッズランドアリス(B型) 株式

家庭的保育事業者 矢部新町 このみ保育室 その他

小山 わげん保育園相模原駅前 社福 3
田名 相模福祉村KIDS＋保育園 社福 2

若干名

1

淵野辺

中央
子育て支援センター

認定こども園
（幼保連携型)

鹿沼台

事業所内保育事業者

認定こども園
（保育所型）

認可保育所

小山

相模原

千代田

陽光台

鹿沼台

星が丘

10

淵野辺

淵野辺
本町

上溝

南橋本

田名

相模原

認定こども園
（幼稚園型）

淵野辺

小規模保育事業者

淵野辺

矢部
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管轄 施設類型 所在地 施設・事業者名 設置 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児～

大野台 大野村いつきの保育園 社福 1
にじいろ保育園古淵 株式 9 5
古淵保育園 社福 3 5
相模原古淵雲母保育園 株式

西大沼 ナーサリースクールT&Yこもれびの森 社福 1 1
東大沼 大沼保育園 市立 3 4

にじいろ保育園上鶴間本町 株式 1 2
明徳かみつるま保育園 社福 1 1 3
谷口保育園 市立 2 6
ふじSunSun保育園 社福

　　　　　〃　　分園ふじベビーホーム 社福

保育園アリス 社福

RISSHO　KID’S　きらり 社福

　　　　　　〃　　　　分園ポピー 社福

まあむキッズ相模大野北口 株式

まあむキッズ大野北口新園 株式

マミー保育園相模大野 株式 2 3 3
まあむキッズ相模大野南口 株式 1 7 6
相模大野雲母保育園 株式 3
みらい保育園 株式 1 7 3

文京 ののはな文京保育園 社福 1 1
ひよこ第３保育園 社福 1
　　　　〃　　　分園 社福

相南 東林保育園 市立

上鶴間 くぬぎ台保育園 社福

相模大野 　　　〃　　　分園 社福 1
相模原東林間雲母保育園 株式 1 7 8
きゃんばす東林間保育園 社福 2
保育園東林間ジュニアクラブ 社福 2
ハッピーちゃいるど保育園 その他 2
Gakkenほいくえん東林間（ｺｺﾌｧﾝ･ﾅｰｻﾘｰ東林間から園名変更） 株式 1
あさみどり保育園 社福

きゃんばす東林間第二保育園 社福

当麻 麻溝保育園 市立 1 3
麻溝台 麻溝台保育園 市立

相武台保育園 市立

新磯野保育園 社福

磯部 新磯保育園 市立 1
相模台 マシュマロ保育園 社福

 相模台団地 あおいそら保育園 社福

ナーサリースクールT＆Y南台 社福 1
立正保育園 社福 1
　　　〃　分園プリスクールRISSHO 社福

新戸 せんだん保育園 社福 1
鵜野森 認定こども園　モモ 社福 1
大野台 幼保連携型認定こども園　おおのだい 社福 1

古淵あおばこども園 社福

　　  　〃        分園バンビーノ 社福 1 2
認定こども園　ピノ 社福 2

若松 幼保連携型認定こども園　若松こども園 社福

相模大野 さいわいこども園 社福

上鶴間 認定こども園　相模林間幼稚園 学法

文京 認定こども園　相模女子大学幼稚部 学法 1
豊町 たいようこども園 社福

松が枝町 幼保連携型認定こども園　まつがえこども園 社福

相武台団地 相武台新日本こども園 社福 1 1
認定こども園
（保育所型）

相模大野 りとせ相模大野こども園 一社 2

鵜野森 認定こども園　うのもり幼稚園 学法

古淵 認定こども園　相模すぎのこ幼稚園 学法 2
東大沼 認定こども園　相模ひまわり幼稚園 学法

上鶴間 認定こども園　南大野幼稚園 学法

当麻 認定こども園　相模原高等学校付属光明幼稚園 学法

新磯野 認定こども園　つくしの幼稚園 学法

鵜野森 保育園ナナ(A型) 社福

キッズールームすこやか　相模大野駅前園(A型) 株式

大野おひさま保育園(A型) 社福

木下の保育園相模大野(A型) 株式

ルンルンちゃいるど保育園(A型) その他

まあむベイビィズ相模大野(A型) 株式

保育所みらい相模大野(A型) 株式

ぶどう大野南保育園(A型) 一社

上鶴間 サンライズキッズ保育園(A型) 株式

松が枝町 すみれＫＩＤＳ園(A型) 株式 1
相武台 たんぽぽ保育園(A型) その他

あっぷるきっず本園(A型) 株式

保育ルームあっぷるきっず(A型) 株式

東大沼 バンビーニ東大沼保育園(B型) 株式

このは保育園(B型) 株式 1
よつばベビーおはな(A型) 株式

ベビールームすこやか相模大野(B型) 株式

文京 のぞみ保育園(B型) 株式

 上鶴間本町 よつばベビーひだまり(B型) 株式

家庭的保育事業者 相模大野 保育室たんぽぽルーム その他

相模大野

相模大野

古淵

相模大野

東林間

新磯野

南台

豊町

南
子育て支援センター

認可保育所

認定こども園
（幼保連携型)

認定こども園
（幼稚園型）

小規模保育事業者

2

古淵

古淵

上鶴間
本町

上鶴間
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