
高齢者支援施設 住所 包括

1 社会福祉法人共助会特別養護老人ホーム福寿園みなみ野 みなみ野６－２１－１ 片倉

2 社会福祉法人清明会清明園 裏高尾町９５７ 高尾

3 高齢者在宅サービスセンター中野 中野山王３－１７－２ 中野

4 ニチイケアセンター由木 越野３１７ー３ 堀之内

5 ぐるーぷほーむ　しんせつ 大塚１７８ 堀之内

7 藤寿苑 明神町４－１８－１２ 旭町

障害者支援施設 住所 包括

1 一般社団法人lykke lykkeアカデミー 横山町２５－１６　フロイデンビル２Ｆ 旭町

2 いちょう工房　ぎんなんの家 西寺方町６５１－１ 恩方

3 東京都八王子福祉園 西寺方町７６ 恩方

4 放課後等デイサービス　ばんびーの・こぱん 西寺方町１０９０－５ 恩方

5 わんぱくキッズ 片倉町３５９－４　パラグアスF　２階 片倉

6 希望の里 上川町３８８９ 川口

7 うらら八日町工房 上野町１６－３ 子安

8 かまどっちゃ 上野町１０３－１ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ富士森１F 子安

9 こころみの会 上野町１０３－１ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ富士森１F 子安

10 こどもプラス 天神町２４－３　プラムフィールド２０２ 子安

11 社会福祉法人武蔵野会　八王子生活実習所 台町１－２４－７ 子安

12 Ｓｏｒａ就労継続支援Ｂ型事業所 戸吹町５５７ 左入

13 いちょう工房　虹 東浅川町５０９－１９ 高尾

14 いちょう工房　東浅川 東浅川町６６６ 高尾

15 高尾青年寮（１、２寮） 高尾町２１０４－２ 高尾

16 麦（ばく） 中野町２７０５ブリッジⅠ中野 中野

17 いちょう工房みらい 長沼町１３０６－４八王子長沼通所センター内 長沼

18 第二若駒の家 長沼町１３０６－４ 長沼

19 まゆだま 長沼町１３０６－４　長沼通所センター内２F 長沼

20 かたくりの家 堀之内１２３６－８ 堀之内

21 由木工房 堀之内１２３６ 堀之内

22 障害者支援施設 精華 鑓水４２８ 南大沢

23 ぷらざ．de．かたくり 松木１４－１１ 南大沢

24 ホープスカイ 下恩方町１７４８－１　１F＆２０５ 元八王子

保育園 住所 包括

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5F 旭町

2 市立富士見台保育園 富士見町２１－１ 旭町

3 美山保育園 美山町１７９１－３ 恩方

4 白百合第二ベビーホーム 平岡町２０－３ 大横

5 八王子ふたば保育園 台町４－４－１４ 大横

6 さゆりの丘保育園 宇津貫町９４５ 片倉

7 すぎな愛育園　きらきら 片倉町１６３０－４ 片倉

8 みなみ野敬愛保育園 七国３－５３－１ 片倉

9 みなみ野さゆり保育園 七国５－１４－１ 片倉

10 由井さゆり保育園 片倉町２４３６ 片倉

11 からまつ保育園 川口町１５４３ 川口

12 光明第三保育園 楢原町９７１ 川口

13 市立子安保育園 子安町４－３１－１ 子安

14 すぎな愛育園 台町２ー７ー２２ 子安

15 すぎな愛育園　こすもす 台町２ー７ー２２ 子安

16 白百合寺田保育園 寺田町４３２－１２６ 寺田

17 市立津久田保育園 中野山王３－２２－３ 中野

18 市立北野保育園 北野町５７０－１２ 長沼

19 市立長房西保育園 長房町５８８　都営西８号棟 長房

20 由木保育園 下柚木１５－１ 堀之内

21 大塚保育園 鹿島１５ 堀之内

22 めぐみ第二保育園 鑓水２－７９ 南大沢

学童保育所 住所 包括

1 美山小学童保育所 美山町１８９２ 恩方

2 片倉台学童保育所 片倉町１３１８ 片倉台小学校内 片倉

3 みなみ野君田小学童保育所 みなみ野４－３－１ 片倉

4 由井学童保育所 小比企町１２０１ 片倉

5 台町学童保育所 台町４－２－１ 子安

6 石川学童保育所 石川町１９２０－８ 左入

7 加住小学童保育所 加住町１－１７０－２ 左入

8 久保山学童保育所第一第二クラブ 久保山町１－２０－６ 左入

9 高倉小学童保育所 高倉町６７－２ 左入

10 東浅川小学童保育所 東浅川町５５０－２２ 高尾

11 寺田学童保育所第２クラブ 寺田町４０５－５ 緑が丘小学校内 寺田

12 清水小学童保育所 中野山王３－２５－１　清水小学校内 中野

13 中野学童保育所 中野山王３－６－２７ 中野

14 高嶺小学童保育所 北野台４－２１－１ 長沼

15 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 堀之内

16 由木学童保育所 越野６９２－１ 堀之内

17 由木西小学童保育所 上柚木５３８－１ 堀之内

18 長池学童保育所第２クラブ 別所１－５５ 南大沢

19 別所学童保育所 別所２－４２－７ 南大沢

20 まつぎ学童保育所 別所１－２９－２ 南大沢

21 南大沢学童保育所 南大沢３－８－１ 南大沢

22 南大沢西学童保育所 南大沢４－１８ 南大沢

23 宮上学童保育所 南大沢５－２０－１１ 南大沢

24 鑓水小学童保育所第一クラブ 鑓水２－７４　鑓水小学校内 南大沢

25 鑓水小学童保育所第二クラブ 鑓水２－７３　 南大沢

26 散田小学童保育所第１・２クラブ 散田町５－２３－１ めじろ

27 散田小学童保育所第３クラブ 散田町５－２３－１ めじろ

29 上壱分方学童保育所 上壱分方町７９９－２ 元八王子

30 元八王子学童保育所 弐分方町７６１　元八王子小学校内 元八王子

市内日常ボランティアセンター受け入れ可能施設一覧


