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みなみひの保育園 
  

所在地 日野南 3-13-1  定員 受け入れ：6 か月～ 

TEL 045-831-7292  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-831-7324  定員 9 12 14 15 15 15 80 
 

園庭あり  駐車場なし  自転車置き場なし  ベビーカー置き場あり 

保育について 食事について 子育て支援 

開所時間 

 

平日 7:00～20:00 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 あり 

土曜日 7:00～18:30 
3 歳以上 食事提供費6,500円／月 

園庭開放 実施 

主な行事 映画会・七夕・プール 

運動会・園外保育・お芋掘り 

お楽しみ会・クリスマス会 

新年おめでとう会・陶芸教室 

節分・ひなまつり・お別れ遠足 

育児相談 実施 

ミルク ― 交流保育 実施 

補食 2,500 円／月 ※１ 園見学 事前予約 

夕食 7,500 円／月 ※１ 
※１ 延長利用時のみ 

  

※ならし保育･･･約 4 日 （乳児 4 日  幼児 3 日）   

入園準備品  

園で保護者が購入 カラー帽子  

各自で準備 1～2 歳児：着替え タオル エプロン コップ コップ入れ  

汚れ物入れ バスタオルなど 布団カバー、毛布カバー 

3～5 歳児：着替え タオル コップ コップ入れ バスタオル 

手作りする品 なし 

おむつ 未使用のおむつは各自持参 

使用済みおむつは園で処理（0 円） 

その他 寝具については園で用意します 

 

 

 

  横浜市大久保保育園 

 

所在地 大久保 2-28-27  定員 受け入れ：６か月～ 

TEL 045-842-0239  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-842-0245  定員 9 28 20 49 106 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

園庭あり  駐車場なし   自転車置き場なし   ベビーカー置き場あり 

保育について 食事について 子育て支援 

開所時間 

 

平日 7:00～19:00 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 なし 

土曜日 7:30～18:30 
3 歳以上 食事提供費 5,700 円／月 

園庭開放 実施 

主な行事 園外保育・プール・七夕 

お正月あそびの会 

節分・ひなまつり 

にこにこフェスティバル 

わくわくフェスティバル 

育児相談 実施 

ミルク 園で用意 育児講座 実施 

補食 2,500円／月 (利用料 別途) 交流保育                   実施 

夕食 ― 
園見学 事前予約 

※ならし保育…約 2～４日 

 

入園準備品  

園で保護者が購入 なし 

各自で準備 布団カバー コップ 歯ブラシ 手拭きタオル 

パジャマ 

手作りする品 布団カバー（市販品も可） 

おむつ どちらでも 各自で持参  
紙おむつは園で廃棄（0 円） 

その他  
 

認可 
私立 

認可 
公立 育児支援センター園 
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横浜市上大岡東保育園 

 

所在地 上大岡東 1-18-18  定員 受け入れ：６か月～ 

TEL 045-846-3938  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-846-3992  定員 3 18 20 41 82 
 

 

 

  横浜市港南台第二保育園 

 

所在地 港南台 7-25-28  定員 受け入れ：６か月～ 

TEL 045-832-3101  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-832-3198  定員 6 24 20 42 92 
 

 

 

園庭あり  駐車場なし   自転車置き場なし   ベビーカー置き場あり 

保育について 食事について 子育て支援 

開所時間 

 

平日 7:00～19:00 自園給食 一時保育 なし 

土曜日 7:30～18:30 
3 歳以上 食事提供費 5,700 円／月 

園庭開放 実施 

主な行事 運動会（幼児クラス） 

親子であそぼう会（乳児クラス）

おたのしみ会（幼児クラス） 

園外保育・お別れ会・卒園式 

育児相談 実施 

ミルク 園で用意 育児講座 実施 

補食 2,500円／月 (利用料 別途) 交流保育                   実施 

夕食 ― 園見学 事前予約 

※ならし保育…約 2～4 日   （幼児クラス、保育園経験児は要相談）   

入園準備品   

園で保護者が購入 なし 

各自で準備 布団カバー（掛・敷・毛布カバー） 

夏季子ども用タオルケット コップ 歯ブラシ 

（乳児クラスのみ）エプロン・口ふきタオルなど 

手作りする品 特になし 上記市販品でも可 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 園で廃棄（0 円） 

その他  

 

園庭あり  自転車置き場あり 

保育について 食事について 子育て支援 

開所時間 

 

平日 7:00～19:00 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 なし 

土曜日 7:30～18:30 
3 歳以上 食事提供費 5,700 円／月 

園庭開放 実施 

主な行事 プール・七夕まつり 

運動会・園外保育 

おたのしみ会・こども新年会 

節分・ひなまつり・お別れ会 

育児相談 実施 

ミルク 園で用意 育児講座 実施 

補食 2,500 円／月 交流保育                   実施 

夕食 ― 園見学 事前予約 

※ならし保育…約 3 日 乳児は約 4 日間   

入園準備品   

園で保護者が購入 なし 

各自で準備 布団カバー（掛敷布団は園にあります）コップ 歯ブラシ 

着替え一式 おむつ バッグ エプロン タオル 連絡帳 

パジャマ 

手作りする品 なし 

おむつ 各自で持参 園で廃棄（0 円） 

その他 園庭開放に是非遊びにきて下さい 

 

認可 
公立 

育児支援センター園 認可 
公立 
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  横浜市野庭第二保育園 

 

所在地 野庭町 601  定員 受け入れ：６か月～ 

TEL 045-842-9543  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-842-9546  定員 9 18 18 20 55 120 
 

 

 

クオリスキッズ上大岡駅前保育園 

  

所在地 上大岡東 2-1-37 1F  定員 受け入れ：産休明け（生後 57 日）～ 

TEL 045-842-7682  年齢 0 1 2 3 4 5 合計 

FAX 045-842-7683  定員 6 12 14 ― 32 
 

園庭あり  駐車場なし  自転車置き場なし  ベビーカー置き場あり 

保育について 食事について 子育て支援 

開所時間 

 

平日 7:00～20:00 自園給食（保育料に含みます） 一時保育 なし 

土曜日 7:00～19:00 ミルク 園で用意 園庭開放 なし 

主な行事 年中行事・ミニミニ運動会 

入園式・お楽しみ会（クリスマス） 

夏祭り・ミニ卒園式 

プール 

  育児相談 実施 

補食 150 円／回 育児講座 なし 

夕食 7,500 円／月 交流保育 なし 

  園見学 事前予約 

※ならし保育…約 5 日（保護者の仕事復帰があるので個々に相談しながら）   

入園準備品   

園で保護者が購入 カラー帽子 850 円 連絡帳 291 円（2 か月半に一度） 

各自で準備 シーツ・バスタオル・着替え・エプロン・手拭きタオルなど 

（年齢により異なる物もあり入園説明会にて詳しくお知らせします） 

手作りする品 なし 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 園で処理（0 円） 

保育料    認可の保育料参照 

その他  

 

 

園庭あり  駐車場なし   自転車置き場なし ベビーカー置き場あり 

保育について 食事について 子育て支援 

開所時間 

 

平日 7:00～19:00 自園給食 一時保育 なし 

土曜日 7:30～18:30 
3 歳以上 食事提供費 5,700 円／月 

園庭開放 実施 

主な行事 子どもの日のつどい・七夕 
幼児プール・乳児は水あそび 
幼児運動会・お楽しみ会（幼児） 
こども新年会・節分・ひなまつり 
幼児遠足 
卒園を祝う会・他 

育児相談 実施 

ミルク 園で用意 育児講座 実施 

延長保育おやつ 2,500 円／月 (利用料 別途) 交流保育                   実施 

夕食 ― 園見学 事前予約 

※ならし保育…約 3 日 （保護者の方と相談可）   

入園準備品   

園で保護者が購入 なし 

各自で準備 布団カバー コップ エプロン タオル 

リュック（幼児）水筒（幼児）バスタオル（夏季使用） 

手作りする品 特になし 市販品可 

おむつ 紙おむつ 各自で持参 園で廃棄（0 円） 

その他 おねしょマット（必要な方） 

 

認可 
公立 

育児支援センター園 

認可乳児保育 
 

 


