
保育園 住　　所
1 愛光大和田保育園 大和田町５－９－４
2 市立富士見台保育園 富士見町２１－１
3 市立静教保育園 元横山町３－１９－１３
4 八王子ふたば保育園 台町４－４－１４
5 光明第一保育園 八木町８－１１
6 みなみ野敬愛保育園 七国３－５３－１
7 八王子みなみ野雲母保育園 西片倉２－１－３
8 市立みなみ野保育園 みなみ野６－１－１
9 光明第三保育園 楢原町９７１
10 市立子安保育園 子安町４－３１－１
11 多摩こばと保育園 石川町３２７９
12 わらべうつき台保育園 久保山町１－２１
13 敬愛高倉保育園 高倉町４７－２
14 光明第七保育園 宮下町３５４
15 市立石川保育園 石川町２９６６－８
16 浅川保育園 東浅川町９６８
17 白百合椚田保育園 椚田町５２９－５
18 白百合寺田保育園 寺田町４３２－１２６
19 市立北野保育園 北野町５７０－１２
20 打越保育園 長沼町７９９
21 北野ひなた保育園 打越町２００３－４　エントピア北野２F
22 市立千人保育園 千人町３－５－１７
23 多摩文化保育園 千人町４－１－６
24 甲ノ原保育園 中野町２５１７－２
25 多賀保育園 元本郷町３－８－１６
26 市立長房南保育園 長房町５２０　都営５４号棟
27 市立長房西保育園 長房町５８８　都営西８号棟
28 市立長房中央保育園 長房町５８８　都営西２９号棟
29 大塚こどもふれあい館 大塚６２０－７
30 光明第八保育園 上柚木３－１３－２
31 敬愛フレンド保育園 上柚木３－７
32 由木保育園 下柚木１５－１
33 なみのり第二保育園 下柚木３－５
34 なみのり保育園 中山８５８
35 駅前なかよし保育園第２ 堀之内３－３０－７
36 せいがの森保育園 別所１－７３
37 駅前なかよし保育園第１ 別所１－９－３
38 光明第五保育園 山田町１６８８－２
39 敬愛クレヨン保育園 散田町５－８－２０
40 市立恩方保育園 下恩方町１３１４
41 松枝保育園 諏訪町１９２２－１（松枝住宅２号棟）
42 美山保育園 美山町１７９１－３
43 城山保育園 元八王子町２－２０２５－２

詳しく知りたい！やってみたい！と思ったら・・・

ボランティアセンター（℡648-5776）までご連絡を。



障害施設 住　　所
1 ぽんぽこ 大和田町２－２０－７
2 ピアわかくさ 横山町２０－１９橋本ビル２階
3 八王子福祉作業所 台町３－１７－３０
4 やまぼうしホームみお 平岡町１４―2
5 第三高尾青年の家 台町４－３９－８
6 すぎな愛育園 台町２－７－２２
7 島田療育センター　はちおうじ 台町４－３３－１３
8 すぎな愛育園こすもす 台町２－７－２２
9 いちょう工房虹 台町２－６－１０
10 アイワークス 小比企町４８０－１サニーヒルいそま２０７
11 すぎな愛育園きらきら 片倉町１６３０－４
12 希望の里 上川町３８８９
13 きずな工房からまつ 川口町１５５９－８　三浦ビル１F
14 川口ハイツ 川口町３５６２
15 うらら八日町工房 上野町１６－３
16 こころみの会 上野町１０３－１ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ富士森１F
17 かまどっちゃ 上野町１０３－１ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ富士森１F
18 八王子生活実習所 台町１－２４－７
19 シエル 初沢町１２３１－１７　高尾力栄ビル２０２
20 高尾青年寮３ 裏高尾町１６５－３
21 高尾青年の家福祉会 高尾町２１０４－２　　１、２寮
22 ビーイングスペース萌 東浅川町５２８－３　石井ビル
23 もぐらはうす 寺田町１３９９－１
24 すぎな愛育園あみい 椚田町５３９－９
25 すまいる工房 北野町５９３－１７　マンション浮羽１F
26 まゆだま 長沼町１３０６－４　長沼通所センター内
27 いちょう工房みらい 長沼町１３０６－４　長沼通所センター内
28 ぱすてる 越野７７３
29 かたくのり家 堀之内１２３６－８
30 由木工房 堀之内１２３６－８
31 ぷらさ.de.かたくり 松木１４－１１
32 精華 鑓水４２８
33 晴れる屋 松木５－１３
34 グループG 西寺方町３６６　グランドソレイユ１F
35 八王子美山学園 美山町７６７－２
36 ホープスカイ 下恩方町１７４８－１　１F＆２０５

高齢者施設 住　　所
1 藤寿苑 明神町４－１８－１２
2 丘の上レジデンス 七国４－４－１
3 グループホームこびき 小比企町５３６－１９
4 ウエストケアセンター 上川町２１３５
5 養護老人ホーム楢の里 楢原町９７１
6 養護老人ホーム竹の里 犬目町560
7 多摩特養老人ホーム 宮下町３５５
8 偕楽園ホーム 宮下町９８３
9 浅川ホーム 裏高尾町９５７
10 清明園 裏高尾町９５７
11 グループホーム寿限無 椚田町５９０－４
12 デイサービス菜の花 中野上町５－２７－７
13 カーロガーデン大塚 大塚２３０－５
14 南大沢ホロス由木 南大沢２－２２４－５
15 八王子あんしん館 散田町３－１５－１８
16 山水園 西寺方町３０３
17 徳寿園 美山町875－6
18 ハートランドぐらんぱぐらんま 美山町１０７４
19 第二徳寿園 美山町８６１－１
20 諏訪の森 諏訪町１１０－２
21 サントピア 下恩方町３３７２



学童保育所 住　　所
1 大和田小学童保育所 大和田町４－１９－５
2 第十小学童保育所 大和田町７－５－１
3 台町学童保育所 台町４－２－１　第７小学校内
4 片倉台学童保育所 片倉町１３１８　片倉台小学校内
5 由井学童保育所 小比企町１２０１
6 七国小学童保育所 七国６－４２－１
7 みなみ野学童保育所第二クラブ みなみ野１－１－１
8 みなみ野学童保育所第一クラブ みなみ野１－９－３
9 みなみ野君田小学童保育所 みなみ野４－３－１
10 由井かたくら学童保育所 西片倉１－１４－１
11 子安第二学童保育所 子安町２－１９－１
12 久保山学童保育所第一第二クラブ 久保山町１－２０－６
13 久保山学童保育所第三クラブ 久保山２－１８　宇津木台小学校２Ｆ
14 石川学童保育所 石川町１９２０　大谷石川団地８号棟１F
15 東浅川小学童保育所 東浅川町５５０－２２
16 椚田学童保育所　 椚田町５７１－２
17 寺田学童保育所第一クラブ 寺田町４３２－１０２
18 寺田学童保育所第二クラブ 寺田町４０５－５　緑ヶ丘小学校内
19 北野学童保育所 打越町３４８－１
20 千人町学童保育所 千人町３－７－７
21 清水小学童保育所 中野山王３－２５－１　清水小学校内
22 船田小学童保育所 長房町１０４１－２　船田小学校内
23 あたご学童保育所 上柚木３－５－１０
24 由木西小学童保育所 上柚木５３８－１
25 由木学童保育所 越野６９２－１
26 由木東小学童保育 東中野１３４７
27 秋葉台学童保育所第３クラブ 堀之内３－２９－１６　アクラブ堀之内２F
28 まつぎ学童保育所 別所１－２９－２
29 鑓水小学童保育所第一クラブ 鑓水２－７４　鑓水小学校内
30 鑓水小学童保育所第二クラブ 鑓水２－７３　
31 長池学童保育所第一クラブ 別所１－４５－３
32 長池学童保育所第二クラブ 別所１－５５
33 南大沢西学童保育所 南大沢４－１８
34 散田小学童保育所 散田町５－２３－１
35 山田小学童保育所 山田町１５５３
36 元八王子学童保育所 弐分方町７６１　元八王子小学校内
37 美山小学童保育所 美山町１８９２
38 上壱分方学童保育所 上壱分方町７９９－２
39 恩方キッズ 下恩方町７５４－１
40 城山第一学童保育所 元八王子町２－３３５１－１５
41 元八王子東小学童保育所 叶谷町１５２１


