
保育園 住　　所
1 ココファン・ナーサリー八王子北館 旭町１－１セレオ八王子北館５階
2 敬愛ハーモニー保育園 大和田町２－２０－２
3 光明第八保育園 上柚木３－１３－２
4 わらべうつき台保育園 久保山町１－２１
5 なみのり第二保育園 下柚木３－５
6 八王子ふたば保育園 台町４－４－１４
7 敬愛高倉保育園 高倉町４７－２
8 白百合寺田保育園 寺田町４３２－１２６
9 市立長房南保育園 長房町５２０都営５４号棟
10 みなみ野敬愛保育園 七国３－５３－１
11 光明第三保育園 楢原町９７１
12 八王子みなみ野雲母保育園 西片倉２－１－３
13 このみ保育園 別所１－３３－１
14 せいがの森保育園 別所１－７３
15 市立みなみ野保育園 みなみ野６－１－１
16 光明第七保育園 宮下町３５４
17 城山保育園 元八王子町２－２０２５－２
18 市立静教保育園 元横山町３－１９－１３
19 光明第一保育園 八木町８－１１
20 光明第五保育園 山田町１６８８－２
21 光明第四保育園 横川町６０３
22 敬愛クレヨン保育園 散田町２６２３-４　

障害施設 住　　所
1 かまどっちゃ 上野町２２－５　リライアンス金井１階
2 ほっとスペース八王子 八幡町１３－２　２階
3 ピアわかくさ 横山町２０-１９橋本ビル２階
4 ぱすてる 越野７７３
5 グループホームよこかわ 横川町940
6 恩方育成園 下恩方町２７９４－１
7 ふーぷ 下恩方町９２５－１
8 いちょう工房そら 元本郷町２－１９－１
9 Sora 戸吹町５５７
10 ぶらさ.de.かたくり 松木１４－１１
11 希望の里 上川町３８８９
12 こころみの会 上野町１０３－１レジデンス富士森１F
13 いちょう工房ぎんなんの家 西寺方町６５１－１
14 八王子福祉園 西寺方町７６
15 浅川園 川口町１５４３
16 いちょう工房　虹 台町２－６－１０
17 八王子福祉作業所 台町３－１７－３０
18 第三高尾青年の家 台町４－３９－８
19 ぽんぽこクラブ 大和田町２－２０－７
20 うらら長沼 長沼町１３０６－４　長沼通所センター内
21 第一若駒の家 長沼町１３０６－４　長沼通所センター内
22 ふらっと 楢原町１２８３－１
23 ゆいまーる生活館 南新町１７－５　田村ビル
24 八王子生活館 南町５－１３　ローヤルマンション１F
25 ビーイングスペース萌 東浅川町５２８－３　石井ビル
26 うらら八日町工房 上野町16-3
27 精華 鑓水４２８

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。 

  



高齢者施設 住　　所
1 恩方ホーム 下恩方１８０－１
2 多摩特養老人ホーム 宮下町３５５
3 偕楽園ホーム 宮下町９８３
4 ウエストケアセンター 上川町２１３５
5 山水園 西寺方町３０３
6 エクリプスみなみ野 西片倉１－２３－４
7 カーロガーデン大塚 大塚２３０－５
8 ハイネス憩の丘 中野町２０８２－１
9 福寿園 南浅川町２８８３－２
10 南大沢ホロス由木 南大沢２－２２４－５
11 ハートランドぐらんぱぐらんま 美山町１０７４
12 美山苑 美山町１４６３
13 みやま大樹の苑 美山町１４６３
14 第二徳寿園 美山町８６１－１
15 徳寿園 美山町８７５－６
16 藤寿苑 明神町４－１８－１２
17 浅川ホーム 裏高尾町９５７

学童保育所 住　　所
1 北野学童保育所 打越町３４８－１
2 大和田小学童保育所 大和田町４－１９－１
3 加住小学童保育所 加住町１－１７０２－２
4 片倉台学童保育所 片倉町１３１８
5 あたご学童保育所 上柚木３－５－１０
6 由木西小学童保育所 上柚木５３８－１
7 川口学童保育所 川口町３９７４
8 高嶺小学童保育所 北野台４－２１－１
9 久保山学童保育所第三クラブ 久保山２－１８
10 由木学童保育所 越野町６９２－１
11 由井学童保育所 小比企町１２０１
12 小宮小学童保育所 小宮町１１２８－３
13 散田小学童保育所 散田町
14 下柚木学童保育所 下柚木３－４　下柚木団地１階
15 千人町学童保育所 千人町３－７－７
16 寺田学童保育所第一クラブ 寺田町４３２－１０２
17 寺町学童保育所 寺町２９－１５
18 清水小学童保育所 中野山王３－２５－1
19 中野学童保育所 中野山王３－６－２７
20 船田小学童保育所 長房町１０４１－２
21 長房学童保育所 長房町３４１
22 七国小学童保育所 七国６－４２－１
23 元八王子学童保育所 弐分方町７６１
24 東浅川小学童保育所 東浅川町５５０－２２
25 まつぎ学童保育所 別所１－２９－２
26 長池学童保育所第一クラブ 別所１－４５－３
27 南大沢学童保育所 南大沢３－８－１
28 みなみ野学童保育所第二クラブ みなみ野１－１－１
29 みなみ野学童保育所第一クラブ みなみ野１－９－３
30 みなみ野君田小学童保育所 みなみ野４－３－１
31 美山小学童保育所 美山町１８９２
32 第四小学童保育所 明神町２－１５－１
33 城山第一学童保育所 元八王子２－３３５１－１５
34 八木町学童保育所 八木町７ー１
35 山田小学童保育所 山田町１５５３
36 鑓水小学童保育所第ニクラブ 鑓水２－７３－２
37 鑓水小学童保育所第一クラブ 鑓水２－７４
38 長池学童保育所第二クラブ 別所１－５５


