
行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

1 千代田区 公設 神田学童クラブ 101-0021 千代田区外神田３－４－７　昌平童夢館５階

1 千代田区 民設 いずみ学童クラブ１ 101-0024 千代田区神田和泉町１　ちよだパークサイドプラザ６階

1 千代田区 民設 いずみ学童クラブ２ 101-0024 千代田区神田和泉町１　ちよだパークサイドプラザ６階

1 千代田区 民設 東神田らる学童クラブ 101-0031 千代田区東神田１－６－４　ロイジェント東神田１階

1 千代田区 民設 キッズクラブ神田 101-0047 千代田区内神田１－１０－９　MⅡビル１階

1 千代田区 民設 アフタースクールさくら 101-0048 千代田区神田司町２－１６

1 千代田区 民設 アフタースクールさくら第二 101-0048 千代田区神田司町２－１６

1 千代田区 公設 西神田学童クラブ 101-0065 千代田区西神田２－６－２　西神田コスモス館３階

1 千代田区 公設 富士見わんぱくひろば学童クラブ 102-0071 千代田区富士見１－１０－３　富士見みらい館５階

1 千代田区 公設 富士見わんぱくひろば第二学童クラブ 102-0071 千代田区富士見１－１０－３　富士見みらい館５階

1 千代田区 民設 アフタースクールお茶の水 102-0071 千代田区富士見１－１－６（お茶の水小学校仮校舎内）

1 千代田区 民設 グローバルキッズ飯田橋第一学童クラブ 102-0071 千代田区富士見２－１４－３６ 富士見ウエスト４階

1 千代田区 民設 グローバルキッズ飯田橋第二学童クラブ 102-0071 千代田区富士見２－１４－３６ 富士見ウエスト４階

1 千代田区 民設 九段小学校アフタースクール 102-0075 千代田区三番町１６

1 千代田区 公設 四番町学童クラブ 102-0081 千代田区四番町５－８（仮施設）

1 千代田区 民設 ポピンズアフタースクール一番町 102-0082 千代田区一番町１０－８　一番町ウエストビル２階

1 千代田区 公設 一番町学童クラブ 102-0082 千代田区一番町１０

1 千代田区 民設 麹町こどもクラブ 102-0083 千代田区麹町３－２－３　　エヌワンビル２～３階

1 千代田区 民設 アフタースクールこうじ町 102-0083 千代田区麹町２－８

1 千代田区 民設 二番町こどもクラブ 102-0084 千代田区二番町２－１　二番町TSビル４階

1 千代田区 民設 番町小学校アフタースクール第一 102-0085 千代田区六番町８

1 千代田区 民設 番町小学校アフタースクール第ニ 102－0085 千代田区六番町８

1 千代田区 民設 学童保育じゃんぷ 九段クラブ 102－0074
千代田区九段南４-１-10
グランドメゾン九段南２階

1 千代田区 民設 ベネッセ 万世橋学童クラブ 101－0021
千代田区外神田1-1-13
万世橋出張所・区民館４階

1 千代田区 民設 ベネッセ 学童クラブ内神田 101-0047 千代田区内神田2-1-13 4F

東京都　学童クラブ名簿（令和３年５月１日現在）
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2 中央区 公設 浜町学童クラブ 103-0007 中央区日本橋浜町３－３７－１

2 中央区 公設 堀留町学童クラブ 103-0012 中央区日本橋堀留町１－１－１

2 中央区 公設 新川第一学童クラブ 104-0033 中央区新川２－１３－４

2 中央区 公設 新川第二学童クラブ 104-0033 中央区新川２－１３－４

2 中央区 公設 築地学童クラブ 104-0045 中央区築地７－９－１７

2 中央区 公設 佃第二学童クラブ 104-0051 中央区佃１－１１－１

2 中央区 公設 佃第一学童クラブ 104-0051 中央区佃１－１１－１

2 中央区 公設 晴海第一学童クラブ 104-0053 中央区晴海２－４－３１

2 中央区 公設 晴海第二学童クラブ 104-0053 中央区晴海２－４－３１

2 中央区 公設 勝どき第一学童クラブ 104-0054 中央区勝どき１－８－１

2 中央区 公設 勝どき第二学童クラブ 104-0054 中央区勝どき１－８－１

2 中央区 公設 月島第一学童クラブ 104-8585 中央区月島４－１－１

2 中央区 公設 月島第二学童クラブ 104-8585 中央区月島４－１－１

3 港区 公設 港区新橋学童クラブ 105-0004 港区新橋6-12-4 新橋桜川ビル5～8階

3 港区 公設 港区放課GO→クラブおなりもん 105-0011 港区芝公園3-2-4 御成門小学校内

3 港区 公設 港区立神明子ども中高生プラザ 105-0013 港区浜松町1-6-7

3 港区 公設 港区放課GO→クラブしば 105-0014 港区芝2-21-3 芝小学校内

3 港区 公設 港区放課GO→クラブこうがい 106-0031 港区西麻布3-11-16 笄小学校内

3 港区 公設 港区放課GO→クラブあざぶ 106-0041 港区麻布台1-5-15 麻布小学校内

3 港区 公設 港区立飯倉学童クラブ 106-0044 港区東麻布1-21-2

3 港区 公設 港区東麻布学童クラブ 106-0044 港区東麻布2-1-1 東麻布二丁目複合施設内

3 港区 公設 港区放課GO→クラブなんざん 106-0046 港区元麻布3-8-15 南山小学校内

3 港区 公設 港区放課GO→クラブひがしまち 106-0047 港区南麻布1-8-11 東町小学校内

3 港区 公設 港区南麻布学童クラブ 106-0047 港区南麻布2-11-10 ＯＪビル4階

3 港区 公設 港区放課GO→クラブほんむら 106-0047 港区南麻布3-9-33 本村小学校内

3 港区 公設 港区立麻布子ども中高生プラザ 106-0047 港区南麻布4-6-7



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

3 港区 公設 港区立赤坂子ども中高生プラザ 107-0052 港区赤坂6-6-14

3 港区 公設 港区放課GO→クラブあかさか 107-0052 港区赤坂8-13-29 赤坂小学校内

3 港区 公設 港区立赤坂子ども中高生プラザ青山館 107-0061 港区北青山3-4-1-201号

3 港区 公設 港区放課GO→クラブあおやま 107-0062 港区南青山2-21-2 青山小学校内

3 港区 公設 港区放課GO→クラブせいなん 107-0062 港区南青山4-19-7

3 港区 公設 港区五色橋学童クラブ 108-0022 港区海岸3-5-13 五色橋ビル2階

3 港区 公設 港区芝浦学童クラブ 108-0023 港区芝浦4-12-28 芝浦中島ビル

3 港区 公設 港区立芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 108-0023 港区芝浦4-20-1

3 港区 公設 港区放課GO→クラブしばうら 108-0023 芝浦4-8-18 芝浦小学校内

3 港区 公設 港区放課GO→クラブしろかね 108-0071 港区白金台1-4-26 白金小学校内

3 港区 公設 ゆかしの杜学童クラブ （白金台学童クラブ） 108-0071 港区白金台4-6-2 ゆかしの杜6階

3 港区 公設 港区立白金台児童館 108-0071 港区白金台4-8-5

3 港区 公設 港区三光学童クラブ 108-0072 港区白金3-18-2 旧三光小学校

3 港区 公設 港区放課GO→クラブしろかねのおか 108-0072 港区白金4-1-12 白金の丘学園 白金の丘小学校内

3 港区 公設 港区放課GO→クラブあかばね 108-0073 港区三田1-4-52 赤羽小学校内

3 港区 公設 港区立豊岡児童館 108-0073 港区三田5-7-7

3 港区 公設 港区立高輪子ども中高生プラザ 108-0074 港区高輪1-4-35

3 港区 公設 港区桂坂学童クラブ 108-0074 港区高輪2-12-24 高輪桂坂ビル

3 港区 公設 港区放課GO→クラブたかなわだい 108-0074 港区高輪2-8-24 高輪台小学校内

3 港区 公設 港区立高輪児童館 108-0074 港区高輪3-18-15

3 港区 公設 港区放課GO→クラブこうなん 108-0075 港区港南4-3-28 港南小学校敷地内

3 港区 公設 港区立港南子ども中高生プラザ 108-0075 港区港南4-3-7

3 港区 公設 港区立台場児童館 135-0091 港区台場1-5-1

4 新宿区 公設 新宿区本塩町学童クラブ 160-0003 新宿区四谷本塩町４－９

4 新宿区 公設 新宿区四谷第六小学校内学童クラブ 160-0015 新宿区大京町３０

4 新宿区 公設 新宿区信濃町学童クラブ 160-0016 新宿区信濃町２０
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4 新宿区 公設 新宿区子ども総合センター内学童クラブ 160-0022 新宿区新宿７－３－２９

4 新宿区 公設 新宿区西新宿学童クラブ 160-0023 新宿区西新宿４－３５－２８

4 新宿区 公設 新宿区西落合学童クラブ 161-0031 新宿区西落合１－３１－２４

4 新宿区 公設 新宿区落合第一小学校内学童クラブ 161-0032 新宿区中落合２－１３－２７

4 新宿区 公設 新宿区落合第四小学校内学童クラブ 161-0033 新宿区下落合２－９－３４

4 新宿区 公設 新宿区上落合学童クラブ 161-0034 新宿区上落合２－２８－８

4 新宿区 公設 新宿区中井学童クラブ 161-0035 新宿区中井１－８－１２

4 新宿区 公設 新宿区早稲田南町学童クラブ 162-0043 新宿区早稲田南町５０

4 新宿区 公設 新宿区東戸山小学校内学童クラブ 162-0052 新宿区戸山２－３４－２

4 新宿区 公設 新宿区薬王寺学童クラブ 162-0063 新宿区市谷薬王寺町５１

4 新宿区 公設 新宿区富久町学童クラブ 162-0067 新宿区富久町２２－２１

4 新宿区 公設 新宿区富久小学校内学童クラブ 162-0067 新宿区富久町７－２４

4 新宿区 公設 新宿区榎町学童クラブ 162-0806 新宿区榎町３６

4 新宿区 公設 新宿区東五軒町学童クラブ 162-0813 新宿区東五軒町５－２４

4 新宿区 公設 新宿区細工町学童クラブ 162-0838
新宿区細工町１－３
新宿区子ども家庭部細工町事務所内

4 新宿区 公設 新宿区北山伏学童クラブ 162-0853 新宿区北山伏町２－１７

4 新宿区 民設 早稲田フロンティアキッズクラブ 169-0051 新宿区西早稲田３－１７－２０

4 新宿区 公設 新宿区大久保小学校内学童クラブ 169-0072 新宿区大久保１－１－２１

4 新宿区 民設 エイビイシイ風の子クラブ 169-0072 新宿区大久保２－１１－３

4 新宿区 公設 新宿区戸山小学校内学童クラブ 169-0073 新宿区百人町２－１－３８

4 新宿区 公設 新宿区百人町学童クラブ 169-0073 新宿区百人町２－１８－２１

4 新宿区 公設 新宿区北新宿第一学童クラブ 169-0074 新宿区北新宿２－３－７

4 新宿区 公設 新宿区北新宿第二学童クラブ 169-0074 新宿区北新宿３－２０－２

4 新宿区 公設 新宿区戸塚第二小学校内学童クラブ 169-0075 新宿区高田馬場１－２５－２１

4 新宿区 公設 新宿区高田馬場第二学童クラブ 169-0075 新宿区高田馬場１－４－１７

4 新宿区 公設 新宿区高田馬場第一学童クラブ 169-0075 新宿区高田馬場３－１８－２１
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4 新宿区 民設 しんえい学童クラブもくもく 169-0075 新宿区高田馬場４－３６－１２

4 新宿区 公設 新宿区鶴巻小学校内学童クラブ １６２－００４１新宿区早稲田鶴巻町１４０

5 文京区 公設 指ヶ谷育成室 112-0001 文京区白山２－２８－４

5 文京区 公設 柳町第三育成室 112-0002 文京区小石川１－２３－１６

5 文京区 公設 柳町第二育成室 112-0002 文京区小石川１－２３－１６

5 文京区 公設 柳町育成室 112-0002 文京区小石川１－２３－９

5 文京区 公設 久堅育成室 112-0002 文京区小石川５－２７－７

5 文京区 民設 ベネッセ学童クラブ春日 112-0003 文京区春日１－１１－１４

5 文京区 公設 第三中学校育成室 112-0003 文京区春日１－９－９

5 文京区 公設 茗台育成室 112-0003 文京区春日２－９－５

5 文京区 公設 水道育成室 112-0005 文京区水道１－３－２６

5 文京区 公設 小日向台町第一育成室 112-0006 文京区小日向２－２－２

5 文京区 公設 小日向台町第二育成室 112-0006 文京区小日向２－２－２

5 文京区 民設 ベネッセ学童クラブ千石 112-0011 文京区千石２－２６－３寿永ビル１階

5 文京区 公設 千石第一育成室 112-0011 文京区千石１－４－３

5 文京区 公設 千石第二育成室 112-0011 文京区千石１－４－３

5 文京区 公設 千石西育成室 112-0011 文京区千石３－１５－１５

5 文京区 公設 窪町育成室 112-0012 文京区大塚３－２－３

5 文京区 公設 大塚小学校育成室 112-0012 文京区大塚４－１－７

5 文京区 公設 大塚育成室 112-0012 文京区大塚６－２２－１９

5 文京区 民設 ベネッセ学童クラブ音羽 112-0013 文京区音羽１－１－７

5 文京区 民設 テンダーラビング学童クラブ関口 112-0014 文京区関口２－４－１１

5 文京区 公設 音羽育成室 112-0015 文京区目白台３－４－１４

5 文京区 公設 目白台育成室 112-0015 文京区目白台１－５－１

5 文京区 公設 目白台第二育成室 112-0015 文京区目白台３－１８－７

5 文京区 公設 誠之第二育成室 113-0001 文京区白山１－２９－１１
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5 文京区 公設 白山東育成室 113-0001 文京区白山１－２９－１０

5 文京区 公設 駕籠町小学校育成室 113-0021 文京区本駒込２―２９―６

5 文京区 公設 本駒込南育成室 113-0021 文京区本駒込３－１１－１４

5 文京区 公設 神明育成室 113-0021 文京区本駒込４－３５－１５

5 文京区 公設 本駒込育成室 113-0021 文京区本駒込５－６３－２

5 文京区 公設 駕籠町育成室 113-0021 文京区本駒込６－２－５

5 文京区 公設 汐見育成室 113-0022 文京区千駄木２－１９－２３

5 文京区 公設 汐見第二育成室 113-0022 文京区千駄木２－２７－８

5 文京区 公設 文林中学校育成室 113-0022 文京区千駄木５－４４－１２

5 文京区 公設 千駄木育成室 113-0022 文京区千駄木５－４４－２

5 文京区 公設 向丘育成室 113-0023 文京区向丘１－３－１３

5 文京区 公設 駒本育成室 113-0023 文京区向丘２－３７－５

5 文京区 公設 誠之育成室 113-0023 文京区向丘２－５－７

5 文京区 公設 根津臨時育成室 113-0031 文京区根津２－２０－７

5 文京区 公設 根津育成室 113-0031 文京区根津１－１４－３

5 文京区 公設 湯島育成室 113-0033 文京区本郷３－１０－１８

5 文京区 公設 本郷第三育成室 113-0033 文京区本郷４－５－１５

5 文京区 公設 本郷第二育成室 113-0033 文京区本郷４－５－１５

5 文京区 公設 本郷育成室 113-0033 文京区本郷５－３０－８

5 文京区 公設 湯島小学校育成室 113-0034 文京区湯島２－２８－１４

5 文京区 公設 文林中学校第二育成室 113-0022 文京区千駄木５－４４－１２

5 文京区 民設 ベネッセ学童クラブ本郷 113-0033
文京区本郷２－２５－１０
本郷秋葉ビル４F

6 台東区 公設 谷中こどもクラブ 110-0001 台東区谷中５－６－５

6 台東区 公設 根岸こどもクラブ 110-0003 台東区根岸３－９－２

6 台東区 公設 下谷こどもクラブ 110-0004 台東区下谷３－１－１４

6 台東区 公設 池之端こどもクラブ 110-0008 台東区池之端２－３－３
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6 台東区 公設 東泉こどもクラブ 110-0011 台東区三ノ輪１－２３－９

6 台東区 公設 竜泉こどもクラブ 110-0012 台東区竜泉２－１０－６

6 台東区 民設 台東入谷こどもクラブ 110-0013 台東区入谷１－１３－９

6 台東区 公設 北上野こどもクラブ 110-0014 台東区北上野２－１５－６

6 台東区 公設 竹町こどもクラブ 110-0016 台東区台東３－２５－４

6 台東区 公設 石浜こどもクラブ 111-0022 台東区清川１－１４－２１

6 台東区 公設 今戸こどもクラブ 111-0024 台東区今戸１－３－６

6 台東区 公設 東浅草こどもクラブ 111-0025 台東区東浅草２－２７－1９

6 台東区 公設 金竜こどもクラブ 111-0031 台東区千束１－９－１４

6 台東区 公設 千束こどもクラブ 111-0031 台東区千束３－２０－６

6 台東区 公設 千束小学校こどもクラブ 111-0032 台東区浅草４－２４－１１

6 台東区 公設 富士こどもクラブ 111-0032 台東区浅草４－４８－９

6 台東区 公設 浅草こどもクラブ 111-0033 台東区花川戸１－１４－２１

6 台東区 公設 田原こどもクラブ 111-0034 台東区雷門１－４－４

6 台東区 公設 松葉こどもクラブ 111-0036 台東区松が谷１－１３－１６

6 台東区 公設 松が谷こどもクラブ 111-0036 台東区松が谷４－１５－１１

6 台東区 公設 寿第２こどもクラブ 111-0042 台東区寿１－４－５

6 台東区 公設 寿こどもクラブ 111-0042 台東区寿１－４－５

6 台東区 公設 蔵前こどもクラブ 111-0051 台東区蔵前４－１９－６

6 台東区 公設 浅草橋こどもクラブ 111-0053 台東区浅草橋５－１－８

7 墨田区 公設 東向島児童館学童クラブ一寺分室 　131-0032　 墨田区東向島１－１６－２　第一寺島小学校内

7 墨田区 公設 東向島児童館学童クラブ三寺分室 　131-0032　 墨田区東向島６－８－１　第三寺島小学校内

7 墨田区 公設 外手児童館学童クラブ業平分室 130-0002 墨田区業平２－４－８　業平小学校内

7 墨田区 公設 横川コミュニティ会館第二学童クラブ 130-0003 墨田区横川５－９－１

7 墨田区 公設 横川コミュニティ会館学童クラブ 130-0003 墨田区横川５－９－１

7 墨田区 公設 外手児童館第二学童クラブ 130-0004 墨田区本所２－６－９
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7 墨田区 公設 外手児童館学童クラブ 130-0004 墨田区本所２－６－９

7 墨田区 公設 東駒形コミュニティ会館第二学童クラブ 130-0005 墨田区東駒形４－１４－１

7 墨田区 公設 東駒形コミュニティ会館学童クラブ 130-0005 墨田区東駒形４－１４－１

7 墨田区 民設 本所賀川記念館学童クラブ 130-0005 墨田区東駒形４－６－２

7 墨田区 公設 江東橋児童館学童クラブ錦糸分室 130-0012 墨田区太平３－８－１２

7 墨田区 公設 亀沢学童クラブ 130-0014 墨田区亀沢１－２７－５

7 墨田区 公設 外手児童館学童クラブ分室 130-0014 墨田区亀沢２－２４－１２

7 墨田区 民設 墨田みどり学童クラブ 130-0014 墨田区亀沢３－７－１１

7 墨田区 民設 タムス学童クラブ墨田 130-0014 墨田区亀沢３－２４－１

7 墨田区 公設 江東橋児童館学童クラブ緑分室 130-0021 墨田区緑３－８－１

7 墨田区 公設 江東橋児童館学童クラブ 130-0022 墨田区江東橋１－１５－４

7 墨田区 公設 立川児童館学童クラブ 130-0023 墨田区立川１－５－２

7 墨田区 公設 江東橋児童館学童クラブ菊川分室 130-0023 墨田区立川４－１２－１５　菊川小学校内

7 墨田区 公設 立川児童館学童クラブ中和第二分室 130-0024 墨田区菊川１－１８－１０　中和小学校内

7 墨田区 公設 立川児童館学童クラブ中和分室 130-0024 墨田区菊川１－１８－１０　中和小学校内

7 墨田区 公設 立川児童館学童クラブ両小分室 130-0026 墨田区両国４－２６－６　両国小学校内

7 墨田区 公設 立川児童館学童クラブ両国分室 130-0026 墨田区両国４－２４－５

7 墨田区 公設 墨田児童会館学童クラブ墨四分室 131-0031 墨田区墨田４－３２－１０

7 墨田区 公設 墨田児童会館学童クラブ梅若分室 131-0031 墨田区墨田２－２５－１　梅若小学校内

7 墨田区 公設 墨田児童会館学童クラブ 131-0031 墨田区墨田２－３０－１５

7 墨田区 公設 墨田児童会館第二学童クラブ 131-0031 墨田区墨田２－３０－１５

7 墨田区 公設 墨田児童会館学童クラブ隅田分室 131-0031 墨田区墨田４－６－５　隅田小学校内

7 墨田区 公設 墨田児童会館学童クラブ鐘ヶ淵分室 131-0031 墨田区墨田５－４３－１０

7 墨田区 公設 墨田児童会館学童クラブ二寺分室 131-0032 墨田区東向島４－３０－２　第二寺島小学校内

7 墨田区 公設 墨田児童会館学童クラブ二寺第二分室 131-0032 墨田区東向島４－３０－２　第二寺島小学校内

7 墨田区 公設 東向島児童館学童クラブ 131-0032 墨田区東向島６－６－１２
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7 墨田区 公設 さくら橋コミュニティセンター第二学童クラブ 131-0033 墨田区向島２－３－８

7 墨田区 公設 さくら橋コミュニティセンター学童クラブ 131-0033 墨田区向島２－３－８

7 墨田区 公設
さくら橋コミュニティセンター学童クラブ
言問分室

131-0033 墨田区向島５－４０－１４　言問小学校内

7 墨田区 公立 梅若橋コミュニティ会館学童クラブ（休室中） 131-0034 墨田区堤通２－９－１

7 墨田区 公設 八広児童館学童クラブ三吾分室 131-0041 墨田区八広２－３６－３　第三吾嬬小学校内

7 墨田区 公設 八広児童館学童クラブ 131-0041 墨田区八広２－３８－１４

7 墨田区 公設 八広はなみずき児童館第二学童クラブ 131-0041 墨田区八広４－２７－８

7 墨田区 公設 八広はなみずき児童館学童クラブ 131-0041 墨田区八広４－２７－８

7 墨田区 公設 中川児童館学童クラブ吾立分室 131-0043 墨田区立花５－４８－２　吾嬬立花中学校内

7 墨田区 公設 立花児童館学童クラブ第二分室 131-0043 墨田区立花１－２３－２－２０６

7 墨田区 公設 立花児童館学童クラブ 131-0043 墨田区立花１－２７－９

7 墨田区 公設 立花児童館学童クラブ分室 131-0043 墨田区立花１－２８－３－１０５

7 墨田区 公設 中川児童館学童クラブ 131-0043 墨田区立花５－１８－９

7 墨田区 公設 中川児童館学童クラブ東吾嬬分室 131-0043 墨田区立花５－１８－９　東吾嬬小学校内

7 墨田区 公設 文花児童館学童クラブ 131-0044 墨田区文花１－３２－１１

7 墨田区 公設 文花児童館第二学童クラブ 131-0044 墨田区文花１－３２－１１

7 墨田区 公設 文花児童館学童クラブ押上分室 131-0045 墨田区押上３－４６－１７　押上小学校内

7 墨田区 民設 共愛館学童クラブ 131-0045 墨田区押上３－５３－６

7 墨田区 公設 東向島児童館学童クラブ曳舟分室 131-0046 墨田区京島１－２８－２　曳舟小学校内

7 墨田区 民設 興望館学童クラブ分室 131-0046 墨田区京島１－１０－３

7 墨田区 民設 興望館学童クラブ 131-0046 墨田区京島１－１１－６

7 墨田区 公設 文花児童館学童クラブ四吾分室 131-0046 墨田区京島３－６４－９　第四吾嬬小学校内

7 墨田区 公設 横川三丁目学童クラブ 130-0003 墨田区横川３－１２－１２　横川三丁目集会所内

8 江東区 公設 江東きっずクラブ八名川  135-0007 江東区新大橋３－１－１５

8 江東区 公設 江東きっずクラブ毛利 135-0001 江東区毛利２－２－２

8 江東区 公設 江東きっずクラブ東川 135-0002 江東区住吉１－１２－２
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8 江東区 公設 江東きっずクラブ深川 135-0005 江東区高橋１４－６

8 江東区 公設 江東きっずクラブ千田児童館 135-0013 江東区千田２１－１８

8 江東区 公設 江東きっずクラブ扇橋 135-0014 江東区石島１８－５

8 江東区 公設 江東きっずクラブ南陽 135-0016 江東区東陽２－１－２０

8 江東区 公設 江東きっずクラブ東陽 135-0016 江東区東陽３－２７－１２

8 江東区 公設 江東きっずクラブ東陽児童館 135-0016 江東区東陽５－１６－１３

8 江東区 公設 江東きっずクラブ元加賀 135-0021 江東区白河４－３－１９

8 江東区 公設 江東きっずクラブ平野児童館 135-0023 江東区平野１－２－３

8 江東区 公設 江東きっずクラブ明治 135-0033 江東区深川２－１７－２６

8 江東区 民設 ライト学童保育クラブ 135-0041 江東区冬木１６－７

8 江東区 公設 江東きっずクラブ平久 135-0042 江東区木場１－３－６

8 江東区 公設 江東きっずクラブ塩浜 135-0043 江東区塩浜２－８－２９－１０１

8 江東区 公設 江東きっずクラブ越中島 135-0044 江東区越中島３－６－３８

8 江東区 公設 江東きっずクラブ数矢 135-0047 江東区富岡１－１８－７

8 江東区 公設 江東きっずクラブ臨海 135-0048 江東区門前仲町１－１－６

8 江東区 公設 江東きっずクラブ枝川 135-0051 江東区枝川３－５－３

8 江東区 公設 江東きっずクラブ潮見 135-0052 江東区潮見１－２９－１６

8 江東区 公設 江東きっずクラブ辰巳 135-0053 江東区辰巳１－１１－１

8 江東区 公設 江東きっずクラブ辰巳児童館 135-0053 江東区辰巳１－１－３６

8 江東区 公設 江東きっずクラブ豊洲三丁目 135-0061 江東区豊洲３－５－２１－１０１

8 江東区 公設 江東きっずクラブ豊北 135-0061 江東区豊洲３－６－１

8 江東区 公設 江東きっずクラブ豊洲四丁目 135-0061 江東区豊洲４－１１－２０－１３７

8 江東区 公設 江東きっずクラブ豊洲 135-0061 江東区豊洲４－４－４

8 江東区 公設 江東きっずクラブ豊西 135-0061 江東区豊洲５-１－３５

8 江東区 公設 江東きっずクラブ東雲第二 135-0062 江東区東雲１－９－１３－１０１

8 江東区 公設 江東きっずクラブ東雲 135-0062 江東区東雲２－４－１１
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8 江東区 公設 江東きっずクラブ東雲第三 135-0062 江東区東雲２－７－３

8 江東区 公設 江東きっずクラブ東雲児童館 135-0062 江東区東雲２－４－４－１０２

8 江東区 公設 江東きっずクラブ有明西 135-0063 江東区有明１－７－１３

8 江東区 公設 江東きっずクラブ有明 135-0063 江東区有明２－１０－１

8 江東区 公設 江東きっずクラブ一亀 136-0071 江東区亀戸２－５－７

8 江東区 公設 江東きっずクラブ二亀 136-0071 江東区亀戸６－３６－１

8 江東区 公設 江東きっずクラブ香取 136-0071 江東区亀戸４－２６－２２

8 江東区 公設 江東きっずクラブ亀戸児童館 136-0071 江東区亀戸２－１－１９

8 江東区 公設 江東きっずクラブ亀戸第三児童館 136-0071 江東区亀戸７－３９－９

8 江東区 公設 江東きっずクラブ浅間竪川 136-0071 江東区亀戸９－３４－１－１４１

8 江東区 公設 江東きっずクラブ水神 136-0071 江東区亀戸５－２２－２２

8 江東区 公設 江東きっずクラブ一大 136-0072 江東区大島２－４１－４

8 江東区 公設 江東きっずクラブ二大 136-0072 江東区大島３－１６－２

8 江東区 公設 江東きっずクラブ四大 136-0072 江東区大島６－７－８

8 江東区 公設 江東きっずクラブ三大 136-0072 江東区大島９－６－１７

8 江東区 公設 江東きっずクラブ大島第二児童館 136-0072 江東区大島４－５－１

8 江東区 民設 大島六丁目共同学童クラブ 136-0072 江東区大島６－１－７

8 江東区 公設 江東きっずクラブ南央 136-0072 江東区大島４－１８－５

8 江東区 公設 江東きっずクラブ五大 136-0072 江東区大島８－４０－１３

8 江東区 公設 江東きっずクラブ小名木川 136-0073 江東区北砂５－２２－１０

8 江東区 公設 江東きっずクラブ六砂 136-0073 江東区北砂６－２６－６

8 江東区 公設 江東きっずクラブ北砂 136-0073 江東区北砂１－３－３３

8 江東区 公設 江東きっずクラブ砂町 136-0073 江東区北砂４－１３－２３

8 江東区 公設 江東きっずクラブ亀高 136-0073 江東区北砂５－２０－１６

8 江東区 公設 江東きっずクラブ二砂 136-0074 江東区東砂７－１７－３０

8 江東区 公設 江東きっずクラブ五砂 136-0074 江東区東砂８－１１－５
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8 江東区 公設 江東きっずクラブ東砂 136-0074 江東区東砂２－１２－１４

8 江東区 公設 江東きっずクラブ七砂 136-0074 江東区東砂３－２１－５

8 江東区 公設 江東きっずクラブ東砂児童館 136-0074 江東区東砂７－１５－３

8 江東区 公設 江東きっずクラブ四砂 136-0076 江東区南砂２－１３－１８

8 江東区 民設 風の子クラブ 136-0076 江東区南砂２－２８－３－２０３

8 江東区 公設 江東きっずクラブ南砂児童館 136-0076 江東区南砂２－３－１７

8 江東区 公設 江東きっずクラブ南砂 136-0076 江東区南砂２－３－２１

8 江東区 公設 江東きっずクラブ南砂六丁目 136-0076 江東区南砂６－５－２－１０１

9 品川区 公設 すまいるスクール品川学園 140-0001 品川区北品川３－９－３０

9 品川区 公設 すまいるスクール台場 140-0002 品川区東品川１－８－３０

9 品川区 公設 すまいるスクール城南第二 140-0002 品川区東品川３－４－５

9 品川区 公設 すまいるスクール八潮学園 140-0003 品川区八潮５－11－2

9 品川区 公設 すまいるスクール城南 140-0004 品川区南品川２－８－２１

9 品川区 公設 すまいるスクール浅間台 140-0004 品川区南品川６－８－８

9 品川区 公設 すまいるスクール鮫浜 140-0011 品川区東大井２－１０－１４

9 品川区 公設 すまいるスクール立会 140-0011 品川区東大井４－１５－９

9 品川区 公設 すまいるスクール鈴ケ森 140-0013 品川区南大井４－１６－２

9 品川区 公設 すまいるスクール浜川 140-0013 品川区南大井４－３－２７

9 品川区 公設 すまいるスクール山中 140-0014 品川区大井３－７－１９

9 品川区 公設 品川区すまいるスクール伊藤学園 140-0014 品川区大井５－１－３７

9 品川区 公設 すまいるスクール大井第一 140-0014 品川区大井６－１－３２

9 品川区 公設 すまいるスクール伊藤 140-0015 品川区西大井５－６－８

9 品川区 公設 すまいるスクール御殿山 141-0001 品川区北品川５－２－６

9 品川区 公設 すまいるスクール第三日野 141-0021 品川区上大崎１－１９－１９

9 品川区 公設 すまいるスクール日野学園 141-0022 品川区東五反田２－１１－１

9 品川区 公設 すまいるスクール第四日野 141-0031 品川区西五反田４－２９－９
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9 品川区 公設 すまいるスクール第一日野 141-0031 品川区西五反田６－５－３２

9 品川区 公設 すまいるスクール芳水 141-0032 品川区大崎３－１２－２２

9 品川区 公設 すまいるスクール三木 141-0033 品川区西品川３－１６－２８

9 品川区 公設 すまいるスクール宮前 142-0041 品川区戸越４－５－１０

9 品川区 公設 すまいるスクール大原 142-0041 品川区戸越６－１７－３

9 品川区 公設 すまいるスクール戸越 142-0042 品川区豊町２－１－２０

9 品川区 公設 すまいるスクール豊葉の杜学園 142-0043 品川区二葉１－３－４０

9 品川区 公設 すまいるスクール上神明 142-0043 品川区二葉４－４－１０

9 品川区 公設 すまいるスクール京陽 142-0051 品川区平塚２－１９－２０

9 品川区 公設 すまいるスクール荏原平塚学園 142-0051 品川区平塚３－１６－２６

9 品川区 公設 すまいるスクール中延 142-0053 品川区中延１－１１－１５

9 品川区 公設 すまいるスクール源氏前 142-0053 品川区中延６－２－１８

9 品川区 公設 すまいるスクール延山 142-0054 品川区西中延２－１７－５

9 品川区 公設 すまいるスクール小山台 142-0061 品川区小山台１－１８－２４

9 品川区 公設 すまいるスクール後地 142-0062 品川区小山２－４－６

9 品川区 公設 すまいるスクール小山 142-0062 品川区小山５－１０－６

9 品川区 公設 すまいるスクール清水台 142-0064 品川区旗の台１－１１－１７

9 品川区 公設 すまいるスクール第二延山 142-0064 品川区旗の台１－６－１

9 品川区 公設 すまいるスクール旗台 142-0064 品川区旗の台４－７－１１

10 目黒区 公設 五本木住区センター児童館学童保育クラブ 152-0001 目黒区中央町２－１７－２

10 目黒区 公設 中央町児童館学童保育クラブ 152-0001 目黒区中央町２－３２－５ スマイルプラザ中央町内

10 目黒区 民設 こどもの森学童保育クラブ 152-0002 目黒区目黒本町１－１６－１７

10 目黒区 公設 目黒本町学童保育クラブ 152-0002 目黒区目黒本町２－１－２０

10 目黒区 公設 向原住区センター児童館学童保育クラブ 152-0002 目黒区目黒本町５－２２－１１

10 目黒区 公設 ひもんや学童保育クラブ 152-0003 目黒区碑文谷２－８－９

10 目黒区 公設 鷹番学童保育クラブ 152-0003 目黒区碑文谷６－２－２３
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10 目黒区 公設 原町住区センター児童館学童保育クラブ 152-0013 目黒区南１－８－９

10 目黒区 民設 南学童保育クラブ 152-0013 目黒区南２－８－１０

10 目黒区 公設 東根第二学童保育クラブ 152-0021 目黒区東が丘１－３１－７

10 目黒区 民設 東が丘学童保育クラブ 152-0021 目黒区東が丘１－１－１

10 目黒区 公設 東根学童保育クラブ 152-0021 目黒区東が丘１－２０－１

10 目黒区 公設 八雲小学校内学童保育クラブ 152-0023 目黒区八雲２－５－１

10 目黒区 公設 八雲住区センター児童館学童保育クラブ 152-0023 目黒区八雲１－１０－５

10 目黒区 公設 宮前小学校内学童保育クラブ 152-0023 目黒区八雲３－１３－２１

10 目黒区 公設 平町児童館学童保育クラブ 152-0032 目黒区平町１－５－３

10 目黒区 公設 大岡山学童保育クラブ 152-0032 目黒区平町２－4－10

10 目黒区 公設 中根小学校内学童保育クラブ 152-0034 目黒区緑が丘１－１－１

10 目黒区 公設 緑が丘児童館学童保育クラブ 152-0034 目黒区緑が丘２－７－２０

10 目黒区 公設 駒場小学校内学童保育クラブ 153-0041 目黒区駒場３－１１－１３

10 目黒区 公設 菅刈学童保育クラブ 153-0042 目黒区青葉台２－１０－１８

10 目黒区 公設 東山児童館第三学童保育クラブ 153-0043 目黒区東山３－２４－２

10 目黒区 公設 東山児童館学童保育クラブ 153-0043 目黒区東山３－２４－２

10 目黒区 公設 東山児童館第二学童保育クラブ 153-0043 目黒区東山３－２４－２

10 目黒区 民設 愛隣会学童保育クラブ 153-0044 目黒区大橋２－１９－１

10 目黒区 公設 烏森住区センター児童館学童保育クラブ 153-0051 目黒区上目黒３－３７－２４

10 目黒区 公設 烏森住区センター児童館第二学童保育クラブ 153-0051 目黒区上目黒５－１８－９

10 目黒区 公設 上目黒住区センター児童館学童保育クラブ 153-0052 目黒区祐天寺２－６－６

10 目黒区 民設 そらのした学童保育クラブ 153-0053 目黒区五本木２－２０－２０

10 目黒区 公設 中目黒住区センター児童館学童保育クラブ 153-0061 目黒区中目黒２－１０－１３

10 目黒区 公設 下目黒小学校内学童保育クラブ 153-0063 目黒区目黒２－７－９

10 目黒区 公設 田道小学校内学童保育クラブ 153-0063 目黒区目黒１－１５－２８

10 目黒区 公設 目黒区民センター児童館学童保育クラブ 153-0063 目黒区目黒２－４－３６
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10 目黒区 公設 不動児童館学童保育クラブ 153-0064 目黒区下目黒６－１１－３５

10 目黒区 公設 油面小学校内学童保育クラブ 153-0065 目黒区中町１－５－４

10 目黒区 公設 油面住区センター児童館学童保育クラブ 153-0065 目黒区中町１－６－２３

10 目黒区 公設 菅刈小学校内学童保育クラブ 153-0042 目黒区青葉台３－３－２６

10 目黒区 公設 中目黒小学校内学童保育クラブ 153-0061 目黒区中目黒３－１３－３２

10 目黒区 公設 向原小学校内学童保育クラブ 152-0002 目黒区目黒本町６－７－１５

10 目黒区 公設 月光原小学校内学童保育クラブ 152-0002 目黒区目黒本町４－１５－３

10 目黒区 公設 原町小学校内学童保育クラブ 152-0011 目黒区原町２－１８－１２

11 大田区 公設 大森本町児童館 143-0011 大田区大森本町 2-2-4

11 大田区 公設 大森東四丁目センター 143-0012 大田区大森東 4ｰ24ｰ6

11 大田区 公設 大森東放課後ひろば 143-0012 大田区大森東1-29-1（大森東小学校内）

11 大田区 公設 大森第一放課後ひろば 143-0012 大田区大森東3-5-15（大森児童館内）

11 大田区 公設 中富放課後ひろば 143-0012 大田区大森東5-6-24（中富小学校内）

11 大田区 公設 大森南児童館 143-0013 大田区大森南 2ｰ7ｰ9

11 大田区 公設 開桜放課後ひろば 143-0015 東京都大田区大森西2-26-3（開桜小学校内）

11 大田区 公設 沢田児童館 143-0015 大田区大森西 2-2-1

11 大田区 公設 大森西児童館 143-0015 大田区大森西 5ｰ20ｰ17

11 大田区 公設 大森第三放課後ひろば 143-0015 大田区大森西5-22-18（大森第三小学校内）

11 大田区 公設 大森北児童館 143-0016 大田区大森北 3ｰ25ｰ2

11 大田区 公設 フレンドリー入新井第一 143-0016 大田区大森北 4-6-7（入新井第一小学校内）

11 大田区 公設 馬込第三放課後ひろば 143-0021 大田区北馬込1-28-1（馬込第三小学校内）

11 大田区 公設 山王放課後ひろば 143-0023 大田区山王 1-26-33（山王小学校内）

11 大田区 公設 山王児童館 143-0023 大田区山王 1-5-13

11 大田区 公設 新井宿児童館 143-0024 大田区中央 1ｰ15ｰ4

11 大田区 公設 入新井第四放課後ひろば 143-0024 大田区中央 3-5-8（入新井第四小学校内）

11 大田区 公設 中央八丁目児童館 143-0024 大田区中央 8ｰ29ｰ4
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11 大田区 公設 入新井第二放課後ひろば 143-0024 大田区中央2-15-1（入新井第二小学校内）

11 大田区 公設 池上第二放課後ひろば 143-0024 大田区中央8-9-1（池上第二小学校内）

11 大田区 公設 南馬込児童館 143-0025 大田区南馬込 1ｰ59ｰ21

11 大田区 公設 南馬込三丁目児童館 143-0025 大田区南馬込 3-3-7

11 大田区 公設 南馬込四丁目児童館 143-0025 大田区南馬込 4-6-5

11 大田区 公設 梅田おおたっ子ひろば 143-0025 大田区南馬込 ６-６-２２（梅田小学校内）

11 大田区 公設 馬込放課後ひろば 143-0025 大田区南馬込1-34-1（馬込小学校内）

11 大田区 公設 中馬込児童館 143-0027 大田区中馬込 1ｰ19ｰ1ｰ201

11 大田区 公設 東蒲放課後ひろば 144-0031 大田区東蒲田1-19-25（東蒲小学校内）

11 大田区 公設 北糀谷放課後ひろば 144-0032 大田区北糀谷 2-2-5（北糀谷小学校内）

11 大田区 公設 糀谷こどもの家 144-0033 大田区東糀谷 4ｰ3ｰ5

11 大田区 公設 東糀谷放課後ひろば 144-0033 大田区東糀谷5-18-23（東糀谷小学校内）

11 大田区 公設 糀谷児童館 144-0034 大田区西糀谷 2ｰ26ｰ3ｰ101

11 大田区 公設 糀谷放課後ひろば 144-0034 大田区西糀谷 3-13-21 （糀谷小学校内）

11 大田区 公設 南蒲放課後ひろば 144-0035 大田区南蒲田 1-12-11（南蒲小学校内）

11 大田区 公設 羽田おおたっ子ひろば 144-0043 大田区羽田 ３-３-１４（羽田小学校内）

11 大田区 公設 出雲放課後ひろば 144-0044 大田区本羽田 １-2-4（出雲小学校内）

11 大田区 公設 萩中おおたっ子ひろば 144-0044 大田区本羽田 ３-４-２２（萩中小学校内）

11 大田区 公設 都南放課後ひろば 144-0044 大田区本羽田3-15-2（都南小学校内）

11 大田区 公設 南六郷児童館 144-0045 大田区南六郷 1ｰ29ｰ1ｰ101

11 大田区 公設 南六郷三丁目児童館 144-0045 大田区南六郷 3-18-2

11 大田区 公設 南六郷放課後ひろば 144-0045 大田区南六郷 3-7-1（南六郷小学校内）

11 大田区 公設 六郷放課後ひろば 144-0046 大田区東六郷 3ｰ5ｰ19（東六郷児童館内）

11 大田区 公設 東六郷放課後ひろば 144-0046 大田区東六郷2-3-1（東六郷小学校内）

11 大田区 公設 中萩中放課後ひろば 144-0047 大田区萩中 2-14-1（中萩中小学校内）

11 大田区 公設 萩中三丁目児童館 144-0047 大田区萩中 3-30-9



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

11 大田区 公設 西蒲田児童館 144-0051 大田区西蒲田 3ｰ8ｰ6

11 大田区 公設 おなづか放課後ひろば 144-0051 大田区西蒲田1-19-1（おなづか小学校内）

11 大田区 公設 相生放課後ひろば 144-0051 大田区西蒲田6-19-1（相生小学校内）

11 大田区 公設 本蒲田児童館 144-0052 大田区蒲田 1ｰ4ｰ23

11 大田区 公設 蒲田児童館 144-0052 大田区蒲田 2ｰ8ｰ8

11 大田区 公設 新宿おおたっ子ひろば 144-0053 大田区蒲田本町１-５-１（新宿小学校内）

11 大田区 公設 道塚放課後ひろば 144-0054 大田区新蒲田3-3-18（道塚小学校内）

11 大田区 公設 仲六郷放課後ひろば 144-0055 大田区仲六郷1-26-1（仲六郷小学校内）

11 大田区 公設 志茂田おおたっ子ひろば 144-0056 大田区西六郷1-4-2（志茂田小学校内）

11 大田区 公設 西六郷おおたっ子ひろば 144-0056 大田区西六郷 ２-３-１（西六郷小学校内）

11 大田区 公設 高畑児童館 144-0056 大田区西六郷 3-18-2

11 大田区 公設 高畑放課後ひろば 144-0056 大田区西六郷 3-28-23（高畑小学校内）

11 大田区 公設 清水窪放課後ひろば 145-0062 大田区北千束1-20-15（清水窪小学校内）

11 大田区 公設 洗足池児童館 145-0063 大田区南千束 2ｰ15ｰ1

11 大田区 公設 洗足池放課後ひろば 145-0063 大田区南千束3-35-2（洗足池小学校内）

11 大田区 公設 上池台児童館 145-0064 大田区上池台 2-35-18

11 大田区 公設 池雪放課後ひろば 145-0065 大田区東雪谷 5-8-7（池雪分室内）

11 大田区 公設 南雪谷児童館 145-0066 大田区南雪谷 5ｰ18ｰ22

11 大田区 公設 調布大塚放課後ひろば 145-0067 大田区雪谷大塚町12-1（調布大塚小学校内）

11 大田区 公設 田園調布二丁目児童館 145-0071 大田区田園調布 2ｰ17ｰ2

11 大田区 公設 田園調布本町児童館 145-0072 大田区田園調布本町 13-22

11 大田区 公設 東嶺町児童館 145-0074 大田区東嶺町 20ｰ4

11 大田区 公設 東調布第一放課後ひろば 145-0076 大田区田園調布南28-7（東調布第一小学校内）

11 大田区 公設 嶺町放課後ひろば 145-0076 大田区田園調布南6-10（嶺町小学校内）

11 大田区 公設 仲池上児童館 146-0081 大田区仲池上1-21-16

11 大田区 公設 池上児童館 146-0082 大田区池上 5ｰ9ｰ9



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

11 大田区 公設 徳持児童館 146-0082 大田区池上 8ｰ13ｰ4

11 大田区 公設 池上放課後ひろば 146-0082 大田区池上1-33-8（池上小学校内）

11 大田区 公設 徳持放課後ひろば 146-0082 大田区池上7-18-1（徳持小学校内）

11 大田区 公設 千鳥児童館 146-0083 大田区千鳥 3ｰ11ｰ7

11 大田区 公設 松仙おおたっ子ひろば 146-0085 大田区久が原 １-１１-２０（松仙小学校内）

11 大田区 公設 久原放課後ひろば 146-0085 大田区久が原 4-12-10（久原小学校内）

11 大田区 公設 久が原児童館 146-0085 大田区久が原 5-4-9

11 大田区 公設 鵜の木児童館 146-0091 大田区鵜の木 3ｰ34ｰ7

11 大田区 公設 矢口西放課後ひろば 146-0092 大田区下丸子 1-7-1（矢口西小学校内）

11 大田区 公設 下丸子児童館 146-0092 大田区下丸子 2ｰ20ｰ15

11 大田区 公設 下丸子四丁目児童館 146-0092 大田区下丸子 4-25-1

11 大田区 公設 多摩川放課後ひろば 146-0093 大田区矢口 3-26-25（多摩川小学校内）

11 大田区 公設 矢口児童館 146-0093 大田区矢口 3-3-20

11 大田区 公設 矢口東放課後ひろば 146-0094 大田区東矢口3-9-20（矢口東小学校内）

11 大田区 公設 矢口放課後ひろば 146-0095 大田区多摩川 1-18-25（矢口小学校内）

11 大田区 公設 多摩川児童館 146-0095 大田区多摩川 2-24-25

12 世田谷区 公設 池尻小新ＢＯＰ学童クラブ 154-0001 世田谷区池尻2-4-10

12 世田谷区 公設 駒繋小新ＢＯＰ学童クラブ 154-0002 世田谷区下馬1-42-12

12 世田谷区 公設 旭小新ＢＯＰ学童クラブ 154-0003 世田谷区野沢1-4-3

12 世田谷区 公設 中丸小新ＢＯＰ学童クラブ 154-0003 世田谷区野沢3-34-16

12 世田谷区 公設 太子堂小新ＢＯＰ学童クラブ 154-0004 世田谷区太子堂5-7-4

12 世田谷区 公設 三宿小新ＢＯＰ学童クラブ 154-0005 世田谷区三宿1-12-6

12 世田谷区 公設 多聞小新ＢＯＰ学童クラブ 154-0005 世田谷区三宿2-26-11

12 世田谷区 公設 駒沢小新ＢＯＰ学童クラブ 154-0012 世田谷区駒沢2-10-6

12 世田谷区 公設 深沢小新ＢＯＰ学童クラブ 154-0014 世田谷区新町1-4-24

12 世田谷区 民設 ベネッセ　学童クラブ桜新町 154-0015 世田谷区桜新町2-12-4　グランダ桜新町2階



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

12 世田谷区 公設 弦巻小新ＢＯＰ学童クラブ 154-0016 世田谷区弦巻1-9-18

12 世田谷区 公設 松丘小新ＢＯＰ学童クラブ 154-0016 世田谷区弦巻3-23-12

12 世田谷区 公設 桜小新ＢＯＰ学童クラブ 154-0017 世田谷区世田谷2-4-15

12 世田谷区 公設 城山小新ＢＯＰ学童クラブ 154-0022 世田谷区梅丘2-1-11

12 世田谷区 公設 山崎小新ＢＯＰ学童クラブ 154-0022 世田谷区梅丘3-9-1

12 世田谷区 公設 若林小新ＢＯＰ学童クラブ 154-0023 世田谷区若林5-27-18

12 世田谷区 公設 中里小新ＢＯＰ学童クラブ 154-0024 世田谷区三軒茶屋1-4-1

12 世田谷区 公設 三軒茶屋小新ＢＯＰ学童クラブ 154-0024 世田谷区三軒茶屋2-42-1

12 世田谷区 民設 昭和小学校アフタースクール 154-8533 世田谷区太子堂1-7-57

12 世田谷区 公設 池之上小新ＢＯＰ学童クラブ 155-0031 世田谷区北沢4-32-20

12 世田谷区 公設 代沢小新ＢＯＰ学童クラブ 155-0032 世田谷区代沢5-1-10

12 世田谷区 公設 代田小新ＢＯＰ学童クラブ 155-0033 世田谷区代田4-2-3

12 世田谷区 公設 下北沢小新ＢＯＰ学童クラブ 156-0041 世田谷区大原1-4-6

12 世田谷区 公設 松原小新ＢＯＰ学童クラブ 156-0043 世田谷区松原5-43-26

12 世田谷区 公設 赤堤小新ＢＯＰ学童クラブ 156-0044 世田谷区赤堤1-41-24

12 世田谷区 公設 松沢小新ＢＯＰ学童クラブ 156-0044 世田谷区赤堤4-44-22

12 世田谷区 公設 経堂小新ＢＯＰ学童クラブ 156-0045 世田谷区桜上水1-23-3

12 世田谷区 公設 世田谷小新ＢＯＰ学童クラブ 156-0051 世田谷区宮坂1-38-4

12 世田谷区 公設 桜丘小新ＢＯＰ学童クラブ 156-0054 世田谷区桜丘1-19-17

12 世田谷区 公設 笹原小新ＢＯＰ学童クラブ 156-0054 世田谷区桜丘5-19-1

12 世田谷区 公設 船橋小新ＢＯＰ学童クラブ 156-0055 世田谷区船橋4-41-1

12 世田谷区 公設 希望丘小新ＢＯＰ学童クラブ 156-0055 世田谷区船橋4-9-1

12 世田谷区 公設 八幡山小新ＢＯＰ学童クラブ 156-0056 世田谷区八幡山1-14-1

12 世田谷区 公設 上北沢小新ＢＯＰ学童クラブ 156-0057 世田谷区上北沢4-22-29

12 世田谷区 公設 武蔵丘小新ＢＯＰ学童クラブ 157-0061 世田谷区北烏山1-47-11

12 世田谷区 公設 烏山北小新ＢＯＰ学童クラブ 157-0061 世田谷区北烏山6-3-1



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

12 世田谷区 公設 芦花小新ＢＯＰ学童クラブ 157-0063 世田谷区粕谷2-22-1

12 世田谷区 公設 烏山小新ＢＯＰ学童クラブ 157-0064 世田谷区給田1-2-1

12 世田谷区 公設 給田小新ＢＯＰ学童クラブ 157-0064 世田谷区給田4-24-1

12 世田谷区 公設 明正小新ＢＯＰ学童クラブ 157-0066 世田谷区成城3-3-1

12 世田谷区 公設 千歳小新ＢＯＰ学童クラブ 157-0066 世田谷区成城9-6-1

12 世田谷区 公設 喜多見小新ＢＯＰ学童クラブ 157-0067 世田谷区喜多見3-11-1

12 世田谷区 公設 砧小新ＢＯＰ学童クラブ 157-0067 世田谷区喜多見6-9-1

12 世田谷区 公設 千歳台小新ＢＯＰ学童クラブ 157-0071 世田谷区千歳台4-24-1

12 世田谷区 公設 塚戸小新ＢＯＰ学童クラブ 157-0071 世田谷区千歳台6-7-1

12 世田谷区 公設 祖師谷小新ＢＯＰ学童クラブ 157-0072 世田谷区祖師谷3-49-1

12 世田谷区 公設 山野小新ＢＯＰ学童クラブ 157-0073 世田谷区砧6-7-1

12 世田谷区 公設 砧南小新ＢＯＰ学童クラブ 157-0077 世田谷区鎌田4-3-1

12 世田谷区 公設 東深沢小新ＢＯＰ学童クラブ 158-0081 世田谷区深沢3-7-1

12 世田谷区 公設 等々力小新ＢＯＰ学童クラブ 158-0082 世田谷区等々力7-26-1

12 世田谷区 公設 東玉川小新ＢＯＰ学童クラブ 158-0083 世田谷区奥沢1-1-1

12 世田谷区 公設 奥沢小新ＢＯＰ学童クラブ 158-0083 世田谷区奥沢3-1-1

12 世田谷区 公設 九品仏小新ＢＯＰ学童クラブ 158-0083 世田谷区奥沢8-12-1

12 世田谷区 公設 八幡小新ＢＯＰ学童クラブ 158-0085 世田谷区玉川田園調布2-17-15

12 世田谷区 公設 尾山台小新ＢＯＰ学童クラブ 158-0086 世田谷区尾山台3-11-1

12 世田谷区 公設 玉堤小新ＢＯＰ学童クラブ 158-0087 世田谷区玉堤2-11-1

12 世田谷区 公設 玉川小新ＢＯＰ学童クラブ 158-0091 世田谷区中町2-29-1

12 世田谷区 公設 中町小新ＢＯＰ学童クラブ 158-0091 世田谷区中町4-23-1

12 世田谷区 公設 二子玉川小新ＢＯＰ学童クラブ 158-0094 世田谷区玉川4-6-1

12 世田谷区 公設 瀬田小新ＢＯＰ学童クラブ 158-0095 世田谷区瀬田2-15-1

12 世田谷区 公設 桜町小新ＢＯＰ学童クラブ 158-0097 世田谷区用賀1-5-1

12 世田谷区 公設 京西小新ＢＯＰ学童クラブ 158-0097 世田谷区用賀4-27-4



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

12 世田谷区 公設 用賀小新ＢＯＰ学童クラブ 158-0098 世田谷区上用賀6-14-1

13 渋谷区 公設 神宮前小学校放課後クラブ 150-0001 渋谷区神宮前4-20-12

13 渋谷区 公設 常磐松小学校放課後クラブ 150-0011 渋谷区東1-7-10

13 渋谷区 公設 広尾小学校放課後クラブ 150-0011 渋谷区東3-3-3

13 渋谷区 公設 臨川小学校放課後クラブ 150-0012 渋谷区広尾1-9-17

13 渋谷区 公設 加計塚小学校放課後クラブ 150-0013 渋谷区恵比寿4-21-10

13 渋谷区 公設 長谷戸小学校放課後クラブ 150-0021 渋谷区恵比寿西1-23-1

13 渋谷区 公設 猿楽小学校放課後クラブ 150-0033 渋谷区猿楽町12-35

13 渋谷区 公設 神南小学校放課後クラブ 150-0042 渋谷区宇田川町5-1

13 渋谷区 公設 千駄谷小学校放課後クラブ 151-0051 渋谷区千駄ヶ谷2-4-1

13 渋谷区 公設 鳩森小学校放課後クラブ 151-0051 渋谷区千駄ヶ谷5-9-1

13 渋谷区 公設 代々木山谷小学校放課後クラブ 151-0053 渋谷区代々木3-47-1

13 渋谷区 公設 幡代小学校放課後クラブ 151-0061 渋谷区初台1-32-12

13 渋谷区 公設 富谷小学校放課後クラブ 151-0064 渋谷区上原1-46-4

13 渋谷区 公設 上原小学校放課後クラブ 151-0064 渋谷区上原3-13-20

13 渋谷区 公設 西原小学校放課後クラブ 151-0066 渋谷区西原2-22-1

13 渋谷区 公設 渋谷本町学園小学校放課後クラブ 151-0071 渋谷区本町4-3-1

13 渋谷区 公設 中幡小学校放課後クラブ 151-0072 渋谷区幡ヶ谷3-49-1

13 渋谷区 公設 笹塚小学校放課後クラブ 151-0073 渋谷区笹塚2-8-1

14 中野区 民設 ブロッサムキッズ中野桃園クラブ 164-0001 中野区中野３－４９－２１

14 中野区 民設 にじいろ　なかの学童クラブ 164-0001 中野区中野６－１５－８

14 中野区 公設 谷戸学童クラブ 164-0001 中野区中野１－２６－１

14 中野区 公設 桃園第二学童クラブ 164-0001 中野区中野６－１０－６

14 中野区 民設 にじいろ　はくおう学童クラブ 164-0002 中野区上高田１－１７－５

14 中野区 公設 白桜学童クラブ 164-0002 中野区上高田１－２－２８

14 中野区 公設 上高田学童クラブ 164-0002 中野区上高田５－３０－１５



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

14 中野区 民設 学童保育じゃんぷ中野中央クラブ 164-0011 中野区中央５－４０－１８

14 中野区 公設 桃花学童クラブ 164-0011 中野区中央５－４３－１

14 中野区 公設 塔山学童クラブ 164-0011 中野区中央１－４９－１

14 中野区 公設 桃園学童クラブ 164-0012 中野区本町２－３２－１４

14 中野区 民設 にじいろ　ほんごう学童クラブ 164-0012 中野区本町４－３９－６

14 中野区 公設 中野本郷学童クラブ 164-0012 中野区本町４－８－１６

14 中野区 民設 トレジャーキッズクラブ中野新橋校 164-0013 中野区弥生町２－１０－１

14 中野区 公設 みなみの学童クラブ 164-0013 中野区弥生町４－２７－１１

14 中野区 民設 コンビプラザ中野南台キッズクラブ 164-0014 中野区南台３－６－１７

14 中野区 公設 新山学童クラブ 164-0014 中野区南台４－４－１

14 中野区 公設 多田学童クラブ 164-0014 中野区南台５－１５－３

14 中野区 公設 緑野学童クラブ 165-0021 中野区丸山１－１７－１

14 中野区 民設 中野区民間学童クラブピノキオハウス 165-0021 中野区丸山１－６－３

14 中野区 民設 にじいろ江古田の杜学童クラブ 165-0022 中野区江古田３－１４－１

14 中野区 公設 江古田学童クラブ 165-0022 中野区江古田２－１３－２８

14 中野区 公設 江原学童クラブ 165-0023 中野区江原町１－３９－１

14 中野区 民設 中野江原こどもクラブ 165-0023 中野区江原町２－１９－５

14 中野区 民設 にじいろ　のがた学童クラブ 165-0025 中野区沼袋３－１３－２

14 中野区 公設 平和の森学童クラブ 165-0026 中野区新井２－４８－１０

14 中野区 民設 キッズボイス学童クラブ平和の森校 165-0026 中野区新井３－１６－７

14 中野区 民設 キッズボイス学童クラブ新井薬師前校 165-0026 中野区新井５－２７－１

14 中野区 公設 新井学童クラブ 165-0026 中野区新井５－４－１７

14 中野区 民設 にじいろ　あいロード学童クラブ 165-0026 中野区新井１－３５－１１

14 中野区 公設 北原学童クラブ 165-0027 中野区野方６－３５－１３

14 中野区 公設 かみさぎ学童クラブ 165-0031 中野区上鷺宮３－９－１９

14 中野区 公設 武蔵台学童クラブ 165-0031 中野区上鷺宮５－１－１
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14 中野区 民設 明日葉学童クラブ鷺宮 165-0032 中野区鷺宮４－３７－１４

14 中野区 公設 鷺宮学童クラブ 165-0032 中野区鷺宮３－４０－１３

14 中野区 民設 学童保育じゃんぷ鷺宮クラブ 165-0032 中野区鷺宮５－２４－２３

14 中野区 公設 美鳩学童クラブ 165-0034 中野区大和町４－２６－５

14 中野区 公設 啓明学童クラブ 165-0034 中野区大和町２－８－１２

14 中野区 公設 大和学童クラブ 165-0034 中野区大和町４－１４－９

14 中野区 公設 西中野学童クラブ 165-0035 中野区白鷺３－１５－５

14 中野区 公設 中野第一学童クラブ 164-0012 中野区本町３－１６－１

14 中野区 民設 ウィルキッズフィールド中野野方クラブ 165-0027 中野区野方５－２８－５

15 杉並区 公設 阿佐谷学童クラブ 166-0001 杉並区阿佐谷北１－６－１４

15 杉並区 公設 高円寺学園学童クラブ 166-0002 杉並区高円寺北１－４－１１

15 杉並区 公設 馬橋学童クラブ 166-0002 杉並区高円寺北４－２－１７

15 杉並区 公設 高円寺東学童クラブ 166-0003 杉並区高円寺南１－７－２２

15 杉並区 公設 高円寺南学童クラブ 166-0003 杉並区高円寺南３－２４－１５

15 杉並区 公設 杉七学童クラブ 166-0004 杉並区阿佐谷南３－１９－２

15 杉並区 公設 和田中央学童クラブ 166-0012 杉並区和田１－３８－１８

15 杉並区 公設 大宮小学童クラブ 166-0013 杉並区堀ノ内１－１２－１６

15 杉並区 公設 堀ノ内南学童クラブ 166-0013 杉並区堀ノ内１－９－２６

15 杉並区 公設 堀ノ内東学童クラブ 166-0013 杉並区堀ノ内３－４９－１９－１０１

15 杉並区 公設 松ノ木小学童クラブ 166-0014 杉並区松ノ木１－２－２６

15 杉並区 公設 松ノ木学童クラブ 166-0014 杉並区松ノ木２－３３－６

15 杉並区 公設 東田学童クラブ 166-0015 杉並区成田東1－21－1

15 杉並区 公設 今川北学童クラブ 166-0016 杉並区今川２－２２－２３

15 杉並区 公設 杉二学童クラブ 166-0016 杉並区成田西３－4－1

15 杉並区 公設 井草学童クラブ 167-0021 杉並区井草２－１５－１５

15 杉並区 公設 桃五学童クラブ 167-0022 杉並区下井草４－２３－８
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15 杉並区 公設 四宮森学童クラブ 167-0023 杉並区上井草２－４１－１１

15 杉並区 公設 上井草学童クラブ 167-0023 杉並区上井草３－６－２４

15 杉並区 公設 杉九学童クラブ 167-0031 杉並区本天沼１－２－１９

15 杉並区 公設 本天沼学童クラブ 167-0031 杉並区本天沼３－３４－３５

15 杉並区 公設 天沼学童クラブ 167-0032 杉並区天沼１－６－２５

15 杉並区 公設 桃井学童クラブ 167-0034 杉並区桃井２－１０－９

15 杉並区 民設 コンビプラザ桃井キッズクラブ 167-0034 杉並区桃井３－７－３

15 杉並区 公設 今川学童クラブ 167-0035 杉並区今川３－３－１８

15 杉並区 公設 善福寺学童クラブ 167-0041 杉並区善福寺１－１８－９

15 杉並区 公設 善福寺北学童クラブ 167-0041 杉並区善福寺３－１３－１０

15 杉並区 公設 西荻北学童クラブ 167-0042 杉並区西荻北１－９－５

15 杉並区 公設 上荻学童クラブ 167-0043 杉並区上荻１－２０－１３

15 杉並区 公設 桃二学童クラブ 167-0051 杉並区荻窪５－１０－２５

15 杉並区 公設 荻窪学童クラブ 167-0051 杉並区荻窪２－４０－２

15 杉並区 民設 ひのまる児童くらぶ 167-0051 杉並区荻窪５－１７－１８

15 杉並区 公設 西荻南学童クラブ 167-0053 杉並区西荻南３－５－２３

15 杉並区 公設 松庵学童クラブ 167-0054 杉並区松庵２－２３－３４

15 杉並区 公設 方南学童クラブ 168-0062 杉並区方南１－５１－７

15 杉並区 公設 和泉学園学童クラブ 168-0063 杉並区和泉２－１７－１４

15 杉並区 公設 永福南学童クラブ 168-0064 杉並区永福２－６－１２

15 杉並区 公設 浜田山学童クラブ（校外育成室） 168-0065 杉並区浜田山４－２１－３

15 杉並区 公設 浜田山学童クラブ（校内育成室） 168-0065 杉並区浜田山４－２３－１

15 杉並区 公設 高井戸西学童クラブ 168-0071 杉並区高井戸西１－１７－５

15 杉並区 公設 高井戸学童クラブ 168-0071 杉並区高井戸西２－５－１０

15 杉並区 公設 上高井戸第二学童クラブ 168-0072 杉並区高井戸東１－１２－１

15 杉並区 公設 上高井戸学童クラブ 168-0072 杉並区高井戸東１－１８－５
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15 杉並区 公設 高三学童クラブ 168-0073 杉並区下高井戸４－１６－２４

15 杉並区 公設 宮前北学童クラブ 168-0081 杉並区宮前３－２９－６

15 杉並区 公設 宮前学童クラブ 168-0081 杉並区宮前４－１５－１３

15 杉並区 公設 高二学童クラブ 168-0082 杉並区久我山４－４９－１

15 杉並区 公設 久我山学童クラブ 168-0082 杉並区久我山５－１８－７

15 杉並区 公設 杉三学童クラブ 166-0003 杉並区高円寺南１－１５－１３

15 杉並区 公設 西田学童クラブ 167-0051 杉並区荻窪１－３８－１５

15 杉並区 公設 沓掛学童クラブ 167-0033 杉並区清水３－１－９

16 豊島区 公設 西巣鴨学童クラブ 170-0001 豊島区西巣鴨２－１４－１１

16 豊島区 公設 清和学童クラブ 170-0002 豊島区巣鴨３－１３－１２

16 豊島区 公設 朝日学童クラブ 170-0002 豊島区巣鴨５－３３－１

16 豊島区 公設 駒込学童クラブ 170-0003 豊島区駒込３－１３－１

16 豊島区 公設 仰高学童クラブ 170-0003 豊島区駒込５－１－１９

16 豊島区 公設 巣鴨学童クラブ 170-0005 豊島区南大塚１－２４－１０

16 豊島区 公設 池袋本町学童クラブ 170-0011 豊島区池袋本町１－４３－１

16 豊島区 公設 池袋第一学童クラブ 170-0011 豊島区池袋本町４－３６－１

16 豊島区 公設 豊成学童クラブ 170-0012 豊島区上池袋１－１８－２４

16 豊島区 公設 朋有学童クラブ 170-0013 豊島区東池袋４－４０－１

16 豊島区 公設 池袋学童クラブ 171-0014 豊島区池袋４－２３－８

16 豊島区 公設 池袋第三学童クラブ 171-0021 豊島区西池袋３－１４－３

16 豊島区 公設 南池袋学童クラブ 171-0022 豊島区南池袋３－５－１２

16 豊島区 公設 目白学童クラブ 171-0031 豊島区目白２－１１－６

16 豊島区 公設 高南学童クラブ 171-0033 豊島区高田２－１２－７

16 豊島区 公設 高松学童クラブ 171-0042 豊島区高松２－５７－２２

16 豊島区 公設 要学童クラブ 171-0043 豊島区要町２－３－２０

16 豊島区 公設 千早学童クラブ 171-0044 豊島区千早３－３３－５
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16 豊島区 公設 長崎学童クラブ 171-0051 豊島区長崎２－６－３

16 豊島区 公設 さくら学童クラブ 171-0051 豊島区長崎６－１６－１

16 豊島区 公設 富士見台学童クラブ 171-0052 豊島区南長崎１－１０－５

16 豊島区 公設 椎名町学童クラブ 171-0052 豊島区南長崎４－３０－５

17 北区 公設 東十条こどもクラブ第一 114-0001 北区東十条３－１４－２３

17 北区 公設 東十条こどもクラブ第二 114-0001 北区東十条３－１４－２３

17 北区 公設 王子東育成室 114-0002 北区王子６－２－６０

17 北区 公設 王子っ子クラブ第一 114-0002 北区王子２－７－１

17 北区 公設 王子っ子クラブ第二 114-0002 北区王子２－７－１

17 北区 公設 王子っ子クラブ第三 114-0002 北区王子２－７－１

17 北区 公設 第一さくらクラブ 114-0002 北区王子５－２－３－１０２

17 北区 公設 第二さくらクラブ 114-0002 北区王子５－２－３－１０２

17 北区 公設 第二豊島学童クラブ 114-0003 北区豊島３－１０－２３

17 北区 公設 第三豊島学童クラブ 114-0003 北区豊島３－１０－２３

17 北区 公設 柳田みどりクラブ第一 114-0003 北区豊島２－１１－２０

17 北区 公設 柳田みどりクラブ第二 114-0003 北区豊島２－１１－２０

17 北区 公設 豊島学童クラブ 114-0003 北区豊島３－１０－２３

17 北区 公設 なかよしクラブ 114-0003 北区豊島５－３－３０

17 北区 公設 風の子クラブ 114-0003 北区豊島５－５－５－１０７

17 北区 公設 豊島育成室 114-0003 北区豊島７－１７－１

17 北区 公設 堀船つくしクラブ第一 114-0004 北区堀船２－１１－９

17 北区 公設 堀船つくしクラブ第二 114-0004 北区堀船２－１１－９

17 北区 公設 滝五若葉クラブ第一 114-0011 北区昭和町３－３－１２

17 北区 公設 滝五若葉クラブ第二 114-0011 北区昭和町３－３－１２

17 北区 公設 滝四もみじクラブ第二 114-0013 北区東田端１－１２－１４

17 北区 公設 滝四もみじクラブ第一 114-0013 北区東田端２－５－２３
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17 北区 公設 田端ぽぷらクラブ第三 114-0014 北区田端３－２４－１４

17 北区 公設 田端ぽぷらクラブ第一 114-0014 北区田端５－４－１

17 北区 公設 田端ぽぷらクラブ第二 114-0014 北区田端５－４－１

17 北区 公設 王二なかよしクラブ 114-0022 北区王子本町２－２－５

17 北区 公設 たきさんクラブ第一 114-0023 北区滝野川１－１２－２７

17 北区 公設 たきさんクラブ第二 114-0023 北区滝野川１－１２－２７

17 北区 公設 滝二っ子クラブ第一 114-0023 北区滝野川６－１９－４

17 北区 公設 滝野川もみじ元気っ子クラブ第一 114-0023 北区滝野川３－７２－１

17 北区 公設 滝野川もみじ元気っ子クラブ第二 114-0023 北区滝野川３－７２－１

17 北区 公設 滝野川もみじ元気っ子クラブ第三 114-0023 北区滝野川３－７２－１

17 北区 公設 滝二っ子クラブ第二 114-0023 北区滝野川６－１９－４

17 北区 公設 谷端こどもクラブ 114-0023 北区滝野川７－１２－１７

17 北区 公設 滝小こどもクラブ第一 114-0024 北区西ケ原１－１８－１０

17 北区 公設 滝小こどもクラブ第二 114-0024 北区西ケ原１－１８－１０

17 北区 公設 滝小こどもクラブ第三 114-0024 北区西ケ原１－１８－１０

17 北区 公設 西ケ原さくらっ子クラブ第二 114-0024 北区西ケ原４－１９－２１

17 北区 公設 西ケ原さくらっ子クラブ第一 114-0024 北区西ケ原４－１９－２１

17 北区 公設 西が丘みらいっ子クラブ第一 114-0031 北区十条仲原４－５－１７

17 北区 公設 西が丘みらいっ子クラブ第二 114-0031 北区十条仲原４－５－１７

17 北区 公設 十条台小クラブ 114-0032 北区中十条１－５－６

17 北区 公設 荒川ふじクラブ 114-0032 北区中十条３－１－６

17 北区 公設 王三小クラブ第一 114-0034 北区上十条５－２－３

17 北区 公設 王三小クラブ第二 114-0034 北区上十条５－２－３

17 北区 公設 王五わんぱくクラブ 114-0034 北区上十条２－１８－１７

17 北区 公設 岩小白梅クラブ 115-0041 北区岩淵町６－６

17 北区 公設 ふたばクラブ 115-0042 北区志茂１－３４－１７
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17 北区 公設 みつばクラブ 115-0042 北区志茂１－３４－１７

17 北区 公設 よつばクラブ 115-0042 北区志茂１－３４－１７

17 北区 公設 神小つばさクラブ第一 115-0043 北区神谷２－３０－５

17 北区 公設 神小つばさクラブ第二 115-0043 北区神谷２－３０－５

17 北区 公設 稲田こどもクラブ第二 115-0044 北区赤羽南１－１６－１－１０１

17 北区 公設 稲田こどもクラブ第一 115-0044 北区赤羽南２－２３－２４

17 北区 公設 赤羽こどもクラブ第一 115-0045 北区赤羽１－２４－６

17 北区 公設 赤羽こどもクラブ第二 115-0045 北区赤羽１－２４－６

17 北区 公設 赤羽こどもクラブ第三 115-0045 北区赤羽１－２４－６

17 北区 公設 四岩小いちょうクラブ第一 115-0045 北区赤羽３－２４－２３

17 北区 公設 四岩小いちょうクラブ第二 115-0045 北区赤羽３－２４－２３

17 北区 公設 西浮間クラブ第一 115-0051 北区浮間２－７－１

17 北区 公設 西浮間クラブ第二 115-0051 北区浮間２－７－１

17 北区 公設 西浮間クラブ第三 115-0051 北区浮間２－７－１

17 北区 公設 浮間桜草クラブ第一 115-0051 北区浮間３－４－２７

17 北区 公設 浮間桜草クラブ第二 115-0051 北区浮間３－４－２７

17 北区 公設 浮間桜草クラブ第三 115-0051 北区浮間３－４－２７

17 北区 公設 浮間桜草クラブ第四 115-0051 北区浮間３－４－２７

17 北区 公設 赤羽台西小クラブ第一 115-0052 北区赤羽台２－１－３４

17 北区 公設 赤北ひばりクラブ第一 115-0052 北区赤羽北２－１５－３

17 北区 公設 赤北ひばりクラブ第二 115-0052 北区赤羽北２－１５－３

17 北区 公設 赤北ひばりクラブ第三 115-0052 北区赤羽北２－１５－３

17 北区 公設 八幡こどもクラブ 115-0053 北区赤羽台３－１８－５

17 北区 公設 桐ケ丘郷っ子クラブ第一 115-0054 北区桐ケ丘１－１０－２３

17 北区 公設 桐ケ丘郷っ子クラブ第二 115-0054 北区桐ケ丘１－１０－２３

17 北区 公設 桐ケ丘郷っ子クラブ第三 115-0054 北区桐ケ丘１－１０－２３
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17 北区 公設 赤羽台西小クラブ第二 115-0055 北区赤羽西５－７－５

17 北区 公設 梅木あおばクラブ第一 115-0056 北区西が丘２－２１－１５

17 北区 公設 梅木あおばクラブ第二 115-0056 北区西が丘２－２１－１５

17 北区 公設 東十条こどもクラブ第三 114-0001 北区東十条３－１４－２３

17 北区 公設 神小つばさクラブ第三 115-0043 北区神谷２－３０－５

18 荒川区 公設 四峡小学童クラブ 116-0001 荒川区町屋２－１１－６

18 荒川区 公設 五峡小学童クラブ 116-0001 荒川区町屋３－１７－２４

18 荒川区 公設 大門小学童クラブ 116-0001 荒川区町屋４－２７－８

18 荒川区 公設 七峡小学童クラブ 116-0001 荒川区町屋８－１９－１２

18 荒川区 公設 三峡小学童クラブ 116-0002 荒川区荒川１－４３－１

18 荒川区 公設 二峡小学童クラブ 116-0002 荒川区荒川２－３０－１

18 荒川区 公設 峡田学童クラブ 116-0002 荒川区荒川３－３－１０

18 荒川区 公設 花の木学童クラブ 116-0002 荒川区荒川５－５０－５

18 荒川区 公設 九峡小学童クラブ 116-0002 荒川区荒川６－８－１

18 荒川区 公設 南千住四丁目学童クラブ 116-0003 荒川区南千住４－９－７

18 荒川区 公設 二瑞小学童クラブ 116-0003 荒川区南千住５－８－１

18 荒川区 公設 南千住第一学童クラブ 116-0003 荒川区南千住６－３５－３

18 荒川区 公設 南千住第二学童クラブ 116-0003 荒川区南千住６－３５－３

18 荒川区 公設 汐入東小学童クラブ 116-0003 荒川区南千住８－１４－１

18 荒川区 公設 汐入学童クラブ 116-0003 荒川区南千住８－２－２

18 荒川区 公設 汐入小学童クラブ 116-0003 荒川区南千住８－２－３

18 荒川区 公設 尾久西小学童クラブ 116-0011 荒川区西尾久５－２７－１２

18 荒川区 公設 西尾久学童クラブ 116-0011 荒川区西尾久８－３３－３１

18 荒川区 公設 尾久小学童クラブ 116-0012 荒川区東尾久５－６－１０

18 荒川区 公設 赤土小学童クラブ 116-0012 荒川区東尾久２－４３－９

18 荒川区 公設 熊野前学童クラブ 116-0012 荒川区東尾久５－９－３
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18 荒川区 公設 日暮里学童クラブ 116-0013 荒川区西日暮里２－１０－９

18 荒川区 公設 西日暮里二丁目学童クラブ 116-0013 荒川区西日暮里２－３２－２５

18 荒川区 公設 六日小学童クラブ 116-0013 荒川区西日暮里６－３５－１６

18 荒川区 公設 東日暮里学童クラブ 116-0014 荒川区東日暮里１－１７－１３

18 荒川区 公設 三日小学童クラブ 116-0014 荒川区東日暮里３－１０－１７

18 荒川区 公設 二日小学童クラブ 116-0014 荒川区東日暮里６－１９－１２

18 荒川区 公設 南千住六丁目学童クラブ 116-0003 荒川区南千住６－６８－７

19 板橋区 公設 加賀小学校あいキッズ 173-0002 板橋区稲荷台２３－１

19 板橋区 公設 金沢小学校あいキッズ 173-0003 板橋区加賀２-２-１

19 板橋区 公設 板橋第二小学校あいキッズ 173-0004 板橋区板橋２－５２－１

19 板橋区 公設 板橋第四小学校あいキッズ 173-0004 板橋区板橋４－９－１３

19 板橋区 公設 板橋第八小学校あいキッズ 173-0011 板橋区双葉町４２－１

19 板橋区 公設 板橋第一小学校あいキッズ 173-0013 板橋区氷川町１３－１

19 板橋区 公設 中根橋小学校あいキッズ 173-0015 板橋区栄町１６－７

19 板橋区 公設 弥生小学校あいキッズ 173-0021 板橋区弥生町１９－１

19 板橋区 公設 板橋第六小学校あいキッズ 173-0023 板橋区大山町１３－１

19 板橋区 公設 板橋第七小学校あいキッズ 173-0024 板橋区大山金井町４５－８

19 板橋区 公設 板橋第五小学校あいキッズ 173-0026 板橋区中丸町１９－１

19 板橋区 公設 大谷口小学校あいキッズ 173-0031 板橋区大谷口北町２１－１

19 板橋区 公設 板橋第十小学校あいキッズ 173-0032 板橋区大谷口上町４３－１

19 板橋区 公設 向原小学校あいキッズ 173-0036 板橋区向原２－３４－１

19 板橋区 公設 上板橋第二小学校あいキッズ 173-0037 板橋区小茂根１－１４－１

19 板橋区 公設 舟渡小学校あいキッズ 174-0041 板橋区舟渡３－６-１５

19 板橋区 公設 志村第六小学校あいキッズ 174-0043 板橋区坂下２－１８－１

19 板橋区 公設 志村坂下小学校あいキッズ 174-0044 板橋区相生町２６－１４

19 板橋区 公設 蓮根小学校あいキッズ 174-0046 板橋区蓮根３－１０－１
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19 板橋区 公設 蓮根第二小学校あいキッズ 174-0046 板橋区蓮根３－１５－５

19 板橋区 公設 志村第四小学校あいキッズ 174-0051 板橋区小豆沢４－１３－１

19 板橋区 公設 志村第三小学校あいキッズ 174-0053 板橋区清水町８３－１

19 板橋区 公設 志村第一小学校あいキッズ 174-0055 板橋区泉町１７－１

19 板橋区 公設 志村第二小学校あいキッズ 174-0056 板橋区志村１－７－１

19 板橋区 公設 志村小学校あいキッズ 174-0056 板橋区志村２－１６－３

19 板橋区 公設 富士見台小学校あいキッズ 174-0063 板橋区前野町１－１０－１

19 板橋区 公設 北前野小学校あいキッズ 174-0063 板橋区前野町５－４４－３

19 板橋区 公設 前野小学校あいキッズ 174-0063 板橋区前野町６－４０－１

19 板橋区 公設 中台小学校あいキッズ 174-0064 板橋区中台１－９－７

19 板橋区 公設 緑小学校あいキッズ 174-0064 板橋区中台３－２７－１

19 板橋区 公設 若木小学校あいキッズ 174-0065 板橋区若木１－１４－１

19 板橋区 公設 常盤台小学校あいキッズ 174-0071 板橋区常盤台１－６－１

19 板橋区 公設 上板橋小学校あいキッズ 174-0073 板橋区東山町４７－３

19 板橋区 公設 桜川小学校あいキッズ 174-0074 板橋区東新町２－２９－１

19 板橋区 公設 上板橋第四小学校あいキッズ 174-0076 板橋区上板橋１－３－１

19 板橋区 公設 志村第五小学校あいキッズ 175-0045 板橋区西台３－３８－２３

19 板橋区 公設 新河岸小学校あいキッズ 175-0081 板橋区新河岸１－３－１

19 板橋区 公設 高島第六小学校あいキッズ 175-0082 板橋区高島平１－５０－２

19 板橋区 公設 高島第二小学校あいキッズ 175-0082 板橋区高島平２－２５－３

19 板橋区 公設 高島第五小学校あいキッズ 175-0082 板橋区高島平３－１１－１

19 板橋区 公設 高島第三小学校あいキッズ 175-0082 板橋区高島平４－２１－２

19 板橋区 公設 高島第一小学校あいキッズ 175-0082 板橋区高島平７－２４－１

19 板橋区 公設 徳丸小学校あいキッズ 175-0083 板橋区徳丸１－２１－１

19 板橋区 公設 北野小学校あいキッズ 175-0083 板橋区徳丸３－２３－１

19 板橋区 公設 紅梅小学校あいキッズ 175-0083 板橋区徳丸８－１０－１
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19 板橋区 公設 三園小学校あいキッズ 175-0091 板橋区三園１－２４－１

19 板橋区 公設 赤塚小学校あいキッズ 175-0092 板橋区赤塚３－１－２２

19 板橋区 公設 下赤塚小学校あいキッズ 175-0092 板橋区赤塚６－１４－１

19 板橋区 公設 赤塚新町小学校あいキッズ 175-0093 板橋区赤塚新町３－３１－１

19 板橋区 公設 成増小学校あいキッズ 175-0094 板橋区成増１－１１－１

19 板橋区 公設 成増ヶ丘小学校あいキッズ 175-0094 板橋区成増３－１７－７

20 練馬区 民設 関町南アフタースクール  177-0053　 練馬区関町南４－１９－６　ブリリアシティ三鷹１階

20 練馬区 公設 練馬区立厚生文化会館学童クラブ 176-0001 練馬区練馬４－２－３

20 練馬区 民設 colors桜台二丁目学童クラブ 176-0002 練馬区桜台２－４６－１２ビアメゾン三井パート２２ 1階

20 練馬区 公設 練馬区立開進第三小ねりっこ学童クラブ 176-0002 練馬区桜台２－１８－１

20 練馬区 公設 練馬区立桜台地区区民館学童クラブ 176-0002 練馬区桜台３－３９－１７

20 練馬区 公設 練馬区立開進第二小ねりっこ学童クラブ 176-0002 練馬区桜台５－１０－５

20 練馬区 民設 学童保育あそびーむ 176-0003 練馬区羽沢３－３９－１５

20 練馬区 公設 練馬区立開進第四小ねりっこ学童クラブ 176-0003 練馬区羽沢２－３３－１

20 練馬区 民設 りっこう学童クラブ 176-0004 練馬区小竹町２－４３－１２

20 練馬区 民設 ゆうゆうぽてと 176-0006 練馬区栄町３５－７サンヒルズ201

20 練馬区 公設 練馬区立栄町児童館学童クラブ 176-0006 練馬区栄町４０－７

20 練馬区 公設 練馬区立豊玉第二小学童クラブ 176-0011 練馬区豊玉上２－１６－１

20 練馬区 公設 練馬区立豊玉東小ねりっこ学童クラブ 176-0012 練馬区豊玉北１－１６－１

20 練馬区 公設 練馬区立豊玉小ねりっこ学童クラブ 176-0013 練馬区豊玉中４－２－２０

20 練馬区 公設 練馬区立豊玉南小学童クラブ 176-0014 練馬区豊玉南２－１４－１

20 練馬区 公設 練馬区立豊玉学童クラブ 176-0014 練馬区豊玉南３－３２－１１

20 練馬区 公設 練馬区立貫井地区区民館学童クラブ 176-0021 練馬区貫井１－９－１

20 練馬区 公設 練馬区立練馬第二小ねりっこ学童クラブ 176-0021 練馬区貫井２－３１－１３

20 練馬区 公設 練馬区立向山小ねりっこ学童クラブ 176-0022 練馬区向山２－１４－１１

20 練馬区 公設 練馬区立中村西小ねりっこ学童クラブ 176-0023 練馬区中村北４－１７－１
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20 練馬区 民設 キッズボイス中村橋学童クラブ 176-0023 練馬区中村北４－２－６ LIVE CITY90 １階

20 練馬区 公設 練馬区立中村小学童クラブ 176-0024 練馬区中村２－８－１

20 練馬区 公設 練馬区立中村児童館学童クラブ 176-0024 練馬区中村２－２５－３

20 練馬区 公設 練馬区立中村児童館第二学童クラブ 176-0024 練馬区中村２－２５－３

20 練馬区 公設 練馬区立三原台児童館学童クラブ 177-0031 練馬区三原台２－１１－２９

20 練馬区 公設 練馬区立泉新小学童クラブ 177-0031 練馬区三原台３－１８－３０

20 練馬区 公設 練馬区立谷原あおぞら学童クラブ 177-0032 練馬区谷原５－６－５

20 練馬区 公設 練馬区立谷原小ねりっこ学童クラブ 177-0032 練馬区谷原２－９－２６

20 練馬区 公設 練馬区立北原小ねりっこ学童クラブ 177-0032 練馬区谷原４－９－１

20 練馬区 公設 練馬区立富士見台小ねりっこ学童クラブ 177-0034 練馬区富士見台４－１６－１０

20 練馬区 公設 練馬区立南が丘小学童クラブ 177-0035 練馬区南田中２－１３－１

20 練馬区 公設 練馬区立石神井東小ねりっこ学童クラブ 177-0035 練馬区南田中３－９－１

20 練馬区 公設 練馬区立南田中児童館学童クラブ 177-0035 練馬区南田中５－１５－２５

20 練馬区 民設 石保学童クラブ 177-0035 練馬区南田中５－２０－２

20 練馬区 民設 明光学童クラブ石神井公園 177-0041
練馬区石神井町３－１７－１６ニューハイツ石神井公園
１階

20 練馬区 公設 練馬区立石神井児童館学童クラブ 177-0041 練馬区石神井町７－２８－２１

20 練馬区 公設 練馬区立石神井町学童クラブ 177-0041 練馬区石神井町８－１－１０

20 練馬区 民設 こどもフローラ 177-0042 練馬区下石神井２－３５－１６

20 練馬区 公設 練馬区立下石神井地区区民館学童クラブ 177-0042 練馬区下石神井６－８－１５

20 練馬区 公設 練馬区立上石神井児童館学童クラブ 177-0044 練馬区上石神井１－５－２

20 練馬区 公設 練馬区立上石神井小ねりっこ学童クラブ 177-0044 練馬区上石神井４－１０－４

20 練馬区 公設 練馬区立石神井小学童クラブ 177-0045 練馬区石神井台１－１－２５

20 練馬区 公設 練馬区立石神井小第二学童クラブ 177-0045 練馬区石神井台１－１－２５

20 練馬区 公設 練馬区立石神井台児童館学童クラブ 177-0045 練馬区石神井台２－１８－１３

20 練馬区 公設 練馬区立石神井台けやき学童クラブ 177-0045 練馬区石神井台６－２－１０

20 練馬区 公設 練馬区立石神井台小ねりっこ学童クラブ 177-0045 練馬区石神井台８－６－３３
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20 練馬区 公設 練馬区立石神井西小学童クラブ 177-0051 練馬区関町北１－１－５

20 練馬区 公設 練馬区立関町小ねりっこ学童クラブ 177-0051 練馬区関町北３－２３－３４

20 練馬区 公設 練馬区立関町北地区区民館学童クラブ 177-0051 練馬区関町北４－１２－２１

20 練馬区 公設 練馬区立関町北学童クラブ 177-0051 練馬区関町北５－４－１２

20 練馬区 民設 コビーアフタースクールせきまち 177-0053 練馬区関町南３－１１－１６－５０１

20 練馬区 公設 練馬区立関町児童館学童クラブ 177-0053 練馬区関町南４－１５－７－１０２

20 練馬区 公設 練馬区立立野小ねりっこ学童クラブ 177-0054 練馬区立野町１７－６

20 練馬区 公設 練馬区立大泉学園小ねりっこ学童クラブ 178-0061 練馬区大泉学園町４－７－８

20 練馬区 公設 練馬区立大泉桜学園学童クラブ 178-0061 練馬区大泉学園町９－２－１２

20 練馬区 公設 練馬区立大泉第三小ねりっこ学童クラブ 178-0061 練馬区大泉学園町３－２２－２

20 練馬区 公設 練馬区立大泉学園緑小ねりっこ学童クラブ 178-0061 練馬区大泉学園町５－１１－３７

20 練馬区 公設 練馬区立大泉北小学童クラブ 178-0062 練馬区大泉町４－２８－２２

20 練馬区 民設 キッズクラブどろちゃん 178-0062 練馬区大泉町４－２９－１３

20 練馬区 公設 練馬区立大泉東小学童クラブ 178-0063 練馬区東大泉１－２２－１

20 練馬区 公設 練馬区立大泉東小第二学童クラブ 178-0063 練馬区東大泉１－２２－１

20 練馬区 公設 練馬区立東大泉地区区民館学童クラブ 178-0063 練馬区東大泉３－５３－１

20 練馬区 公設 練馬区立大泉小学童クラブ 178-0063 練馬区東大泉４－２５－１

20 練馬区 公設 練馬区立東大泉児童館学童クラブ 178-0063 練馬区東大泉７－２０－１

20 練馬区 公設 練馬区立東大泉児童館第二学童クラブ 178-0063 練馬区東大泉７－２０－１

20 練馬区 民設 明光学童クラブ南大泉 178-0064 練馬区南大泉４－５５－６杉本ビル１階

20 練馬区 公設 練馬区立大泉第二小学童クラブ 178-0064 練馬区南大泉４－２９－１１

20 練馬区 公設 練馬区立大泉第六小ねりっこ学童クラブ 178-0064 練馬区南大泉５－２５－２９

20 練馬区 民設 こどもくらぶ　じゃんけんぽん 178-0065 練馬区西大泉２－１２－５

20 練馬区 公設 練馬区立大泉西小学童クラブ 178-0065 練馬区西大泉４－２５－２

20 練馬区 公設 練馬区立西大泉地区区民館学童クラブ 178-0065 練馬区西大泉５－３－３２

20 練馬区 民設 明光学童クラブ大泉学園 178-0065　 練馬区西大泉１－１－１６　リバーサイド本橋２階
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20 練馬区 公設 練馬区立旭町小ねりっこ学童クラブ 179-0071 練馬区旭町２－２９－１

20 練馬区 公設 練馬区立光が丘第八小ねりっこ学童クラブ 179-0072 練馬区光が丘１－４－１

20 練馬区 公設 練馬区立光が丘秋の陽小ねりっこ学童クラブ 179-0072 練馬区光が丘２－１－１

20 練馬区 公設 練馬区立光が丘春の風小ねりっこ学童クラブ 179-0072 練馬区光が丘７－３－３－１０２

20 練馬区 公設 練馬区立光が丘しいのき学童クラブ 179-0072 練馬区光が丘２－１０－４－２０１

20 練馬区 公設 練馬区立光が丘コスモス学童クラブ 179-0072 練馬区光が丘３－３－４－１０５

20 練馬区 公設 練馬区立光が丘どんぐり学童クラブ 179-0072 練馬区光が丘３－８－１２

20 練馬区 公設 練馬区立光が丘すみれ学童クラブ 179-0072 練馬区光が丘５－２－５－１０４

20 練馬区 公設 練馬区立光が丘あさがお学童クラブ 179-0072 練馬区光が丘５－５－５

20 練馬区 公設 練馬区立田柄第二小ねりっこ学童クラブ 179-0073 練馬区田柄１－５－２７

20 練馬区 公設 練馬区立田柄小ねりっこ学童クラブ 179-0073 練馬区田柄２－１９－３４

20 練馬区 公設 練馬区立春日小ねりっこ学童クラブ 179-0074 練馬区春日町５－１２－１

20 練馬区 公設 練馬区立練馬東小ねりっこ学童クラブ 179-0074 練馬区春日町１－３０－１１

20 練馬区 公設 練馬区立北町はるのひ児童館学童クラブ 179-0081 練馬区北町６-３５－７

20 練馬区 公設 練馬区立練馬小ねりっこ学童クラブ 179-0074 練馬区春日町６－１１－３６

20 練馬区 公設 練馬区立高松小ねりっこ学童クラブ 179-0075 練馬区高松３－１６－１

20 練馬区 公設 練馬区立高松地区区民館学童クラブ 179-0075 練馬区高松３－２４－２７

20 練馬区 公設 練馬区立土支田児童館学童クラブ 179-0076 練馬区土支田２－３２－８

20 練馬区 公設 練馬区立八坂小ねりっこ学童クラブ 179-0076 練馬区土支田４－４７－１５

20 練馬区 公設 練馬区立北町小学童クラブ 179-0081 練馬区北町１－１４－１１

20 練馬区 公設 練馬区立北町児童館学童クラブ 179-0081 練馬区北町１－１９－１７

20 練馬区 公設 練馬区立北町西小ねりっこ学童クラブ 179-0081 練馬区北町７－３－８

20 練馬区 公設 練馬区立平和台児童館学童クラブ 179-0083 練馬区平和台２－１８－１４

20 練馬区 公設 練馬区立氷川台地区区民館学童クラブ 179-0084 練馬区氷川台２－１６－１４

20 練馬区 公設 練馬区立仲町小ねりっこ学童クラブ 179-0084 練馬区氷川台２－１８－２４

20 練馬区 公設 練馬区立開進第一小ねりっこ学童クラブ 179-0085 練馬区早宮２－１－３１
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20 練馬区 公設 練馬区立早宮さくら学童クラブ 179-0085 練馬区早宮３－１３－３１

20 練馬区 公設 練馬区立早宮小学童クラブ 179-0085 練馬区早宮４－１０－１７

20 練馬区 公設 練馬区立下石神井小ねりっこ学童クラブ  177-0042 練馬区下石神井2-20-18

20 練馬区 公設 練馬区立大泉第一小ねりっこ学童クラブ  178-0062 練馬区大泉町3-16-23

20 練馬区 公設 練馬区立大泉南小ねりっこ学童クラブ 178-0063 練馬区東大泉6-28-1

21 足立区 公設 すばる学童保育室 120-0001 足立区大谷田４－１６－６

21 足立区 公設 大谷田学童保育室 120-0001 足立区大谷田１－１－２－１０１

21 足立区 公設 ひがし学童保育室 120-0001 足立区大谷田２－１－１０

21 足立区 公設 大谷田谷中学童保育室 120-0001 足立区大谷田４－１６－６

21 足立区 公設 長門学童保育室 120-0002 足立区中川２－２４－２－１０１

21 足立区 公設 なかよし学童保育室 120-0002 足立区中川４－４１－２７

21 足立区 公設 東綾瀬学童保育室分室 120-0003 足立区東和１－１７－１２

21 足立区 民設 東和わくわくクラブ 120-0003 足立区東和４－２１－１

21 足立区 公設 東和学童保育室 120-0003 足立区東和３－１２－９

21 足立区 公設 東和学童保育室　分室 (2室） 120-0003 足立区東和３－２０－２２

21 足立区 公設 東綾瀬学童保育室 120-0004 足立区東綾瀬１－２８－７

21 足立区 公設 さくら学童保育室(2室） 120-0004 足立区東綾瀬１－５－３

21 足立区 公設 綾瀬学童保育室 120-0005 足立区綾瀬３－１７－９

21 足立区 民設 谷中わくわくクラブ 120-0006 足立区谷中４－２－３

21 足立区 公設 たんぽぽ学童保育室 120-0006 足立区谷中５－１２－１

21 足立区 公設 やよい学童保育室 120-0011 足立区中央本町２－５－１

21 足立区 公設 たいよう学童保育室 120-0013 足立区弘道１－２０－８

21 足立区 公設 弘道学童保育室 120-0013 足立区弘道２－１６－１－１０１

21 足立区 公設 五反野学童保育室 120-0014 足立区西綾瀬２－１－１３

21 足立区 公設 西綾瀬学童保育室 120-0014 足立区西綾瀬４－７－２７

21 足立区 公設 足立学童保育室 120-0015 足立区足立３－１１－５
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21 足立区 民設 日の出わくわくクラブ第2 120-0021 足立区日ノ出町27－1－102

21 足立区 民設 桑の実千住あけぼの学童保育室 120-0023 足立区千住曙町３７－１０段上ビル１Ｆ

21 足立区 公設 せきや学童保育室（２室） 120-0024 足立区千住関屋町１６－１

21 足立区 公設 千住あずま学童保育室 120-0025 足立区千住東２－２１－１８

21 足立区 公設 千寿常東学童保育室 120-0026 足立区千住旭町１０－３１

21 足立区 公設 ふたば学童保育室 120-0031 足立区千住大川町１７－１

21 足立区 公設 千住本町学童保育室 120-0034 足立区千住５－６－２

21 足立区 公設 千住河原町学童保育室（2室） 120-0037 足立区千住河原町５－１２

21 足立区 公設 千寿学童保育室 120-0043 足立区千住宮元町６－１

21 足立区 公設 さくらっこ学童保育室 120-0045 足立区千住桜木１－８－１５

21 足立区 公設 江南学童保育室 120-0046 足立区小台２－４－１８

21 足立区 公設 中央本町学童保育室 121-0011 足立区中央本町３－１５－１

21 足立区 公設 栗島学童保育室 121-0011 足立区中央本町４－５－２

21 足立区 民設 青井わくわくクラブ 121-0012 足立区青井３－１２－２６

21 足立区 公設 青井学童保育室 121-0012 足立区青井５－１１－４０－１０１

21 足立区 民設 日の出わくわくクラブ 120-0021 足立区日ノ出町２７－４－１１０

21 足立区 公設 六木学童保育室 121-0052 足立区六木３－３９－５－１０１

21 足立区 公設 佐野学童保育室 121-0053 足立区佐野２－４３－５

21 足立区 公設 加平学童保育室 121-0055 足立区加平１－１０－６

21 足立区 公設 神明学童保育室 121-0057 足立区神明南２－６－１９

21 足立区 公設 花畑第一学童保育室 121-0061 足立区花畑１－２９－１

21 足立区 公設 花畑学童保育室 121-0061 足立区花畑４－１６－８

21 足立区 公設 桜花学童保育室 121-0061 足立区花畑６－４－１６

21 足立区 公設 南花畑学童保育室 121-0062 足立区南花畑３－１４－７

21 足立区 公設 花保学童保育室 121-0063 足立区東保木間１－２５－４－１０１

21 足立区 民設 ドリーム保木間クラブ 121-0063 足立区東保木間２－４－７



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

21 足立区 公設 渕江第一学童保育室・ビリーブ学童保育室 121-0064 足立区保木間３－２７－１

21 足立区 公設 保塚学童保育室 121-0072 足立区保塚町７－１６

21 足立区 公設 あおぞら学童保育室 121-0073 足立区六町３－３－１１

21 足立区 民設 桑の実ひとつや学童保育室 121-0075 足立区一ツ家２－１４－１－２Ｆ

21 足立区 公設 東栗原学童保育室 121-0075 足立区一ツ家3－20－1

21 足立区 公設 平野学童保育室 121-0076 足立区平野２－２－１４

21 足立区 公設 くすの木学童保育室 121-0076 足立区平野３－６－３

21 足立区 公設 レインボー学童保育室 121-0801 足立区東伊興３－２３－６

21 足立区 公設 東伊興学童保育室 121-0801 足立区東伊興１－５－２２

21 足立区 公設 ゆずりは学童保育室 121-0812 足立区西保木間４－２－１

21 足立区 公設 渕江学童保育室 121-0812 足立区西保木間１－２－１－１０１

21 足立区 公設 西保木間児童館学童保育室 121-0812 足立区西保木間３－１４－１６－１０１

21 足立区 公設 たけのこ学童保育室 121-0813 足立区竹の塚１－８－１

21 足立区 公設 竹の塚学童保育室 121-0813 足立区竹の塚２－２５－１７

21 足立区 公設 竹の塚六月学童保育室 121-0814 足立区六月２－２６－３－１０１

21 足立区 公設 中島根学童保育室 121-0815 足立区島根２－９－２２

21 足立区 公設 しまねっこ学童保育室 121-0815 足立区島根３－２８－１１

21 足立区 公設 島根学童保育室 121-0815 足立区島根４－１９－１－１０１

21 足立区 民設 学童ひまわり 121-0816 足立区梅島３－４－８うめじまＫＳビル２０４

21 足立区 公設 梅島学童保育室 121-0816 足立区梅島２－１４－５

21 足立区 公設 西伊輿ほがらか学童保育室 121-0823 足立区伊興２－６－１

21 足立区 公設 伊興学童保育室 121-0823 足立区伊興５－２２－１３

21 足立区 公設 西伊興学童保育室 121-0824 足立区西伊興１－１２－１２

21 足立区 公設 とねりこ学童保育室 121-0831 足立区舎人１－２５－３２

21 足立区 公設 舎人学童保育室 121-0831 足立区舎人１－３－２６

21 足立区 公設 入谷学童保育室 121-0831 足立区舎人６－１２－４－１０１



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

21 足立区 民設 ほのぼのキッズクラブ 121-0832 足立区古千谷本町２－１４－２２

21 足立区 公設 しらさぎ学童保育室 121-0836 足立区入谷３－８－１

21 足立区 公設 はやぶさ学童保育室 123-0823 足立区伊興４－６－７

21 足立区 民設 ドリームすみれクラブ 123-0841 足立区西新井２－１８－８

21 足立区 公設 つぼみ学童保育室 123-0841 足立区西新井４－３４－１

21 足立区 民設 ドリーム水仙クラブ 123-0841 足立区西新井６－２－１９

21 足立区 民設 ドリーム秋桜クラブ 123-0841 足立区西新井６－２－２０

21 足立区 公設 西新井学童保育室 123-0841 足立区西新井７－１９－６

21 足立区 公設 栗原北・栗原北第二学童保育室 123-0842 足立区栗原４－１９－１５

21 足立区 公設 亀田学童保育室（3室） 123-0843 足立区西新井栄町１－１－１

21 足立区 公設 さかえっこ学童保育室 123-0843 足立区西新井栄町３－１－21

21 足立区 公設 西新井栄町学童保育室 123-0843 足立区西新井栄町３－１－６－１０１

21 足立区 公設 にじっこ学童保育室 123-0845 足立区西新井本町４－９－２７

21 足立区 公設 西新井本町学童保育室 123-0845 足立区西新井本町２－３０－３７

21 足立区 公設 梅田学童保育室 123-0851 足立区梅田６－２６－１

21 足立区 公設 つくしんぼ学童保育室（２室） 123-0851 足立区梅田７－１３－１

21 足立区 公設 本木関原学童保育室 123-0852 足立区関原１－２１－１１

21 足立区 公設 興本学童保育室（2室） 123-0854 足立区本木東町１７－１０

21 足立区 公設 加賀学童保育室 123-0861 足立区加賀２－３１－６－１０１

21 足立区 公設 鹿浜西学童保育室 123-0864 足立区鹿浜２－２４－１

21 足立区 民設 学童クラブがじゅまる 123-0864 足立区鹿浜８－１－１１

21 足立区 公設 鹿浜学童保育室 123-0864 足立区鹿浜６－８－１

21 足立区 公設 押皿谷学童保育室 123-0864 足立区鹿浜８－２７－１５

21 足立区 公設 新田学園学童保育室 123-0865 足立区新田３－３４－２

21 足立区 民設 ハートアイランド新田学童クラブ 123-0865 足立区新田3-36-3

21 足立区 公設 新田学園第二学童保育室（３室） 123-0865 足立区新田３－３０－１６
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21 足立区 公設 新田西学童保育室 123-0865 足立区新田２－１－４

21 足立区 公設 新田学童保育室 123-0865 足立区新田２－２－２

21 足立区 公設 江北学童保育室 123-0872 足立区江北２－８－２

21 足立区 公設 扇学童保育室 123-0873 足立区扇１－４７－３８

21 足立区 公設 みどり学童保育室（2室） 123-0873 足立区扇３－２２－１

21 足立区 民設 Ｍｏ－ｎｅ千住寿町学童保育室 120-0033 足立区千住寿町4-7　ｸﾚｰﾙⅡ102

21 足立区 民設 学童保育室じゃんぷ千寿クラブ 120-0035 足立区千住中居町17-18　2階

21 足立区 民設 学童クラブＯｈａｎａ関原教室 123-0852 足立区関原3-38-34

22 葛飾区 民設 かつしか風の子学童保育クラブ 124-0012 葛飾区立石８－１８－７

22 葛飾区 公設 梅田学童保育クラブ 124-0012 葛飾区立石３－２６－１０

22 葛飾区 民設 葛飾学園東綾瀬小学童保育クラブ 124-0006 葛飾区堀切６－２１－１

22 葛飾区 民設 れいめい堀切学童保育クラブ（第二） 124-0006 葛飾区堀切２－４２－３

22 葛飾区 民設 れいめい堀切学童保育クラブ（第一） 124-0006 葛飾区堀切２－４２－３

22 葛飾区 公設 堀切学童保育クラブ 124-0006 葛飾区堀切１－９－１８

22 葛飾区 民設 れいめい宝学童保育クラブ 124-0005 葛飾区宝町２－６－１９

22 葛飾区 公設 宝町学童保育クラブ 124-0005 葛飾区宝町１－５－１

22 葛飾区 公設 白鳥学童保育クラブ 125-0063 葛飾区白鳥３－３２－６

22 葛飾区 民設 ふたば学童保育クラブ 125-0063 葛飾区白鳥３－２９－１６

22 葛飾区 公設 花の木学童保育クラブ 125-0035 葛飾区南水元３－７－１

22 葛飾区 民設 にいじゅくみらい第一学童保育クラブ 125-0035 葛飾区南水元３－２－３

22 葛飾区 民設 にいじゅくみらい第二学童保育クラブ 125-0035 葛飾区南水元３－２－３

22 葛飾区 民設 飯塚学童保育クラブ 125-0035 葛飾区南水元１－２４－３

22 葛飾区 公設 東堀切学童保育クラブ 124-0004 葛飾区東堀切２－２０－８

22 葛飾区 民設 こひつじ東四つ木学童保育クラブ 124-0014 葛飾区東四つ木１－９－１２

22 葛飾区 公設 東金町学童保育クラブ 125-0041 葛飾区東金町５－２２－１８

22 葛飾区 民設 葛飾学園半田学童保育クラブ 125-0041 葛飾区東金町５－１６－１
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22 葛飾区 民設 青戸小学童保育クラブ 125-0062 葛飾区青戸６－１８－１

22 葛飾区 民設 青戸小第二学童保育クラブ 125-0062 葛飾区青戸６－１８－１

22 葛飾区 公設 青戸中央学童保育クラブ 125-0062 葛飾区青戸６－１６－１２

22 葛飾区 公設 青戸学童保育クラブ 125-0062 葛飾区青戸３－１０－５

22 葛飾区 民設 葛飾学園幸田小学童保育クラブ 125-0031 葛飾区西水元３－２４－１２

22 葛飾区 公設 幸田学童保育クラブ 125-0031 葛飾区西水元２－１６－１０

22 葛飾区 民設 るりたつみ学童保育クラブ 124-0025 葛飾区西新小岩２－１－４

22 葛飾区 公設 西亀有学童保育クラブ 125-0002 葛飾区西亀有４－２４－１

22 葛飾区 民設 葛飾学園西亀有小第一学童保育クラブ 124-0002 葛飾区西亀有２－４２－２

22 葛飾区 民設 葛飾学園西亀有小第二学童保育クラブ 124-0002 葛飾区西亀有２－４２－２

22 葛飾区 公設 中道学童保育クラブ 124-0002 葛飾区西亀有１－２－７

22 葛飾区 民設 松上学童保育クラブ 124-0025 葛飾区西新小岩２－１－６

22 葛飾区 民設 葛飾学園水元第二学童保育クラブ 125-0032 葛飾区水元４－１７－１４

22 葛飾区 民設 葛飾学園水元第一学童保育クラブ 125-0032 葛飾区水元４－１７－１４

22 葛飾区 民設 ひかり学童保育クラブ 125-0052 葛飾区柴又６－１９－２

22 葛飾区 公設 新柴又学童保育クラブ 125-0052 葛飾区柴又５－３３－８

22 葛飾区 民設 北野第一学童保育クラブ 125-0052 葛飾区柴又３－１０－３

22 葛飾区 民設 北野第二学童保育クラブ 125-0052 葛飾区柴又３－１０－２

22 葛飾区 公設 柴又学童保育クラブ 125-0052 葛飾区柴又２－４－５

22 葛飾区 民設 こひつじ四つ木学童保育クラブ 124-0011 葛飾区四つ木４－１０－１２

22 葛飾区 民設 ひまわり学童保育クラブ 124-0021 葛飾区細田３－９－２６

22 葛飾区 公設 高砂学童保育クラブ 125-0054 葛飾区高砂５－６－７

22 葛飾区 公設 末広学童保育クラブ 125-0042 葛飾区金町５－４－１

22 葛飾区 民設 つばさ学童保育クラブ 125-0042 葛飾区金町３－１１－１５

22 葛飾区 民設 道上こどもの森学童クラブ 125-0061 葛飾区亀有４－３３－１７

22 葛飾区 公設 亀有学童保育クラブ 125-0061 葛飾区亀有１－１７－５
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22 葛飾区 民設 すまいる亀青学童保育クラブ 125-0061 葛飾区亀有１－１０－１３－１０５

22 葛飾区 公設 鎌倉学童保育クラブ 125-0053 葛飾区鎌倉２－６－２０

22 葛飾区 民設 奥戸小学童保育クラブ 124-0022 葛飾区奥戸８－２０－１７

22 葛飾区 公設 東奥戸学童保育クラブ 124-0022 葛飾区奥戸４－２０－１１

22 葛飾区 民設 上小松学童保育クラブ 124-0022 葛飾区奥戸４－１－４

22 葛飾区 公設 南奥戸学童保育クラブ 124-0022 葛飾区奥戸２－３０－１１

22 葛飾区 公設 西奥戸学童保育クラブ 124-0022 葛飾区奥戸１－１２－１

22 葛飾区 民設 そあ学童保育クラブ 125-0032 葛飾区水元３－１３－２０

22 葛飾区 民設 葛飾学園南綾瀬小学童保育クラブ 124-0006 葛飾区堀切６－１－１

22 葛飾区 民設 細田小学童保育クラブ 124-0021 葛飾区細田３－２０－２

22 葛飾区 民設 木根川学童保育クラブ 124-0014 葛飾区東四つ木１－１０－２

22 葛飾区 民設 さかえ第一学童保育クラブ 125-0033 葛飾区東水元５－３８－２

22 葛飾区 民設 葛飾学園上千葉第一学童保育クラブ 124-0004 葛飾区東堀切３－２６－２

22 葛飾区 民設 葛飾学園上千葉第二学童保育クラブ 124-0004 葛飾区東堀切３－２６－２

22 葛飾区 民設 こひつじ川端第二学童保育クラブ 124-0013 葛飾区東立石１－２－１

22 葛飾区 民設 こひつじ川端学童保育クラブ 124-0013 葛飾区東立石１－２－２

22 葛飾区 民設 原田小学童保育クラブ 125-0041 葛飾区東金町２－１６－２

22 葛飾区 民設 東金町小ひよどり学童保育クラブ 125-0041 葛飾区東金町１－３３－２６

22 葛飾区 民設 金町学童保育クラブ 125-0041 葛飾区東金町１－３３－１５

22 葛飾区 民設 第二松上学童保育クラブ 124-0025 葛飾区西新小岩２－１－６

22 葛飾区 民設 新宿学童保育クラブ 125-0051 葛飾区新宿２－２６－２

22 葛飾区 民設 梅田小学童保育クラブ 124-0012 葛飾区立石３－２４－２

22 葛飾区 民設 梅田小第二学童保育クラブ 124-0012 葛飾区立石３－２４－２

22 葛飾区 民設 こひつじ本田学童保育クラブ 124-0012 葛飾区立石１－７－２３

22 葛飾区 民設 こひつじ本田第二学童保育クラブ 124-0012 葛飾区立石１－７－２３

22 葛飾区 民設 高砂小第二学童保育クラブ 125-0054 葛飾区高砂３－３２－１７
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22 葛飾区 民設 高砂小第一学童保育クラブ 125-0054 葛飾区高砂３－３２－１７

22 葛飾区 民設 小松南らる第二学童保育クラブ 124-0024 葛飾区新小岩４－１４－７－１Ｆ

22 葛飾区 民設 小松南らる学童保育クラブ 124-0024 葛飾区新小岩２－２５－１

22 葛飾区 民設 第二ふたば学童保育クラブ 125-0063 葛飾区白鳥３－２９－１６

22 葛飾区 民設 東・ひかり学童保育クラブ 125-0052 葛飾区柴又５－１２－１５

22 葛飾区 民設 葛飾学園小菅学童保育クラブ 124-0001 葛飾区小菅３－６－１

22 葛飾区 民設 すまいる中之台学童保育クラブ 125-0061 葛飾区亀有５－２－２１

22 葛飾区 民設 鎌倉小学童保育クラブ 125-0053 葛飾区鎌倉４－２４－２

22 葛飾区 民設 柴原学童保育クラブ 125-0042 葛飾区金町１－１０－２

22 葛飾区 民設 第二上小松学童保育クラブ 124-0022 葛飾区奥戸４－１１－２

22 葛飾区 民設 南奥戸小第一学童保育クラブ 124-0022 葛飾区奥戸３－６－２０

22 葛飾区 民設 南奥戸小第二学童保育クラブ 124-0022 葛飾区奥戸３－６－２０

22 葛飾区 民設 中青戸学童保育クラブ 125-0062 葛飾区青戸４－２４－１

22 葛飾区 民設 中青戸第二学童保育クラブ 125-0062 葛飾区青戸４－２４－１

22 葛飾区 民設 西新小岩あや第一学童保育クラブ 124-0025 葛飾区西新小岩４－２１－１２

22 葛飾区 民設 西新小岩あや第二学童保育クラブ 124-0025 葛飾区西新小岩４－２１－１２

22 葛飾区 民設 青戸小第三学童保育クラブ 125-0062 葛飾区青戸６－１８－１

22 葛飾区 民設 中青戸第三学童保育クラブ 125-0062 葛飾区青戸４－２４－１

22 葛飾区 民設 こひつじ渋江学童保育クラブ 124-0014 葛飾区東四つ木２－１３－１

23 江戸川区 民設 学童保育　放課後にっこりハウス 133-0051 江戸川区北小岩６－１０－９　林ビル２Ｆ

23 江戸川区 民設 インターナショナルなないろ学童 133-0061 江戸川区篠崎町７－８－２１

24 八王子市 公設 八王子市立加住小学童保育所 　192-0004　 八王子市加住町１－１７０－２

24 八王子市 公設 八王子市立久保山学童保育所第二クラブ 192-0023 八王子市久保山町１－２０－６

24 八王子市 公設 八王子市立久保山学童保育所第三クラブ 192-0023 八王子市久保山町２－１８

24 八王子市 公設 八王子市立久保山学童保育所第一クラブ 192-0023 八王子市久保山町１－２０－６

24 八王子市 公設 八王子市立小宮小学童保育所第一クラブ 192-0031 八王子市小宮町１１２８－３
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24 八王子市 公設 八王子市立小宮小学童保育所第二クラブ 192-0031 八王子市小宮町１１２８－３

24 八王子市 公設 八王子市立石川学童保育所第一クラブ 192-0032 八王子市石川町１９２０

24 八王子市 公設 八王子市立石川学童保育所第二クラブ 192-0032 八王子市石川町１９２０

24 八王子市 公設 八王子市立高倉小学童保育所第一クラブ 192-0033 八王子市高倉町６７－２

24 八王子市 公設 八王子市立高倉小学童保育所第二クラブ 192-0033 八王子市高倉町６７－２

24 八王子市 公設 八王子市立第九小学童保育所第一クラブ 192-0041 八王子市中野上町２－１４－１

24 八王子市 公設 八王子市立第九小学童保育所第二クラブ 192-0041 八王子市中野上町２－１４－１

24 八王子市 公設 八王子市立清水小学童保育所第一クラブ 192-0042 八王子市中野山王３－２５－１

24 八王子市 公設 八王子市立清水小学童保育所第二クラブ 192-0042 八王子市中野山王３－２５－１

24 八王子市 公設 八王子市立中野学童保育所 192-0042 八王子市中野山王３－６－２７

24 八王子市 公設 八王子市立大和田小学童保育所第一クラブ 192-0045 八王子市大和田町４－１９－１

24 八王子市 公設 八王子市立大和田小学童保育所第二クラブ 192-0045 八王子市大和田町４－１９－１

24 八王子市 公設 八王子市立第十小学童保育所第四クラブ 192-0045 八王子市大和田町６－３－２９

24 八王子市 公設 八王子市立第十小学童保育所第一クラブ 192-0045 八王子市大和田町７－５－１

24 八王子市 公設 八王子市立第十小学童保育所第二クラブ 192-0045 八王子市大和田町７－５－１

24 八王子市 公設 八王子市立第十小学童保育所第三クラブ 192-0045 八王子市大和田町７－５－１

24 八王子市 公設 八王子市立第四小学童保育所第一クラブ 192-0046 八王子市明神町２－１５－１

24 八王子市 公設 八王子市立第四小学童保育所第二クラブ 192-0046 八王子市明神町２－１５－１

24 八王子市 公設 八王子市立第四小学童保育所第三クラブ 192-0046 八王子市明神町２－１５－１

24 八王子市 公設 八王子市立第四小学童保育所第四クラブ 192-0046 八王子市明神町２－２１－１４

24 八王子市 公設 八王子市立八木町学童保育所第一クラブ 192-0055 八王子市八木町７－１

24 八王子市 公設 八王子市立八木町学童保育所第二クラブ 192-0055 八王子市八木町７－１

24 八王子市 公設 八王子市立第一小学童保育所第一クラブ 192-0063 八王子市元横山町２－５－１

24 八王子市 公設 八王子市立第一小学童保育所第二クラブ 192-0066 八王子市本町２５－１　東山ビル１階

24 八王子市 公設 八王子市立寺町学童保育所第一クラブ 192-0073 八王子市寺町２９－１５

24 八王子市 公設 八王子市立寺町学童保育所第二クラブ 192-0073 八王子市寺町２９－１５
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24 八王子市 公設 八王子市立上川口小学童保育所 192-0151 八王子市上川町１０９９

24 八王子市 公設 八王子市立美山小学童保育所 192-0152 八王子市美山町１８９２

24 八王子市 公設 八王子市立恩方東学童保育所第一クラブ 192-0154 八王子市下恩方町５１５－２０

24 八王子市 公設 八王子市立恩方東学童保育所第二クラブ 192-0154 八王子市下恩方町５１５－２０

24 八王子市 公設 八王子市立恩方西学童保育所第一クラブ 192-0154 八王子市下恩方町１３６９

24 八王子市 公設 八王子市立恩方西学童保育所第二クラブ 192-0154 八王子市下恩方町１３６９

24 八王子市 公設 八王子市立由木東小学童保育所第一クラブ 192-0351 八王子市東中野１３４７

24 八王子市 公設 八王子市立由木東小学童保育所第二クラブ 192-0351 八王子市東中野１３４７

24 八王子市 公設 八王子市立由木東小学童保育所第三クラブ 192-0351 八王子市東中野１３４７

24 八王子市 公設 八王子市立鹿島学童保育所 192-0353 八王子市鹿島２

24 八王子市 公設 八王子市立松が谷学童保育所 192-0354 八王子市松が谷１３

24 八王子市 公設 八王子市立秋葉台学童保育所第三クラブ 192-0355 八王子市堀之内３－２９－１６　金子スポーツビル２階

24 八王子市 公設 八王子市立由木学童保育所第一クラブ 192-0361 八王子市越野６９２－１

24 八王子市 公設 八王子市立由木学童保育所第二クラブ 192-0361 八王子市越野６９２－１

24 八王子市 公設 八王子市立長池学童保育所第二クラブ 192-0363 八王子市別所１－５５

24 八王子市 公設 八王子市立まつぎ学童保育所第一クラブ 192-0363 八王子市別所１－２９－２号棟

24 八王子市 公設 八王子市立まつぎ学童保育所第二クラブ 192-0363 八王子市別所１－２９ー２号棟

24 八王子市 公設 八王子市立長池学童保育所第一クラブ 192-0363 八王子市別所１－４５－３

24 八王子市 公設 八王子市立秋葉台学童保育所第一クラブ 192-0363 八王子市別所２－１２－４号棟

24 八王子市 公設 八王子市立秋葉台学童保育所第四クラブ 192-0363 八王子市別所２－１６－１

24 八王子市 公設 八王子市立別所学童保育所第一クラブ 192-0363 八王子市別所２－４４

24 八王子市 公設 八王子市立別所学童保育所第二クラブ 192-0363 八王子市別所２－４４

24 八王子市 公設 八王子市立秋葉台学童保育所第二クラブ 192-0363 八王子市別所２－５

24 八王子市 公設 八王子市立南大沢学童保育所第一クラブ 192-0364 八王子市南大沢３－８－１号棟

24 八王子市 公設 八王子市立南大沢学童保育所第二クラブ 192-0364 八王子市南大沢３－８－１号棟

24 八王子市 公設 八王子市立南大沢西学童保育所 192-0364 八王子市南大沢４－１８
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24 八王子市 公設 八王子市立宮上学童保育所 192-0364 八王子市南大沢５－２０－１１号棟

24 八王子市 公設 八王子市立下柚木学童保育所第二クラブ 192-0372 八王子市下柚木３－４－１

24 八王子市 公設 八王子市立下柚木学童保育所第一クラブ 192-0372 八王子市下柚木３－４－１

24 八王子市 公設 八王子市立上柚木小学童保育所 192-0373 八王子市上柚木３－１５

24 八王子市 公設 八王子市立由木西小学童保育所 192-0373 八王子市上柚木５３８－１

24 八王子市 公設 八王子市立あたご学童保育所 192-0373 八王子市上柚木３－５－１０

24 八王子市 公設 八王子市立中山小学童保育所 192-0374 八王子市中山１１５５

24 八王子市 公設 八王子市立鑓水小学童保育所第二クラブ 192-0375 八王子市鑓水２－７３

24 八王子市 公設 八王子市立鑓水小学童保育所第一クラブ 192-0375 八王子市鑓水２－７４

24 八王子市 公設
八王子市立子安学童保育所いずみの森第一クラ
ブ

192-0904 八王子市子安町２－１８－１

24 八王子市 公設
八王子市立子安学童保育所いずみの森第二クラ
ブ

192-0904 八王子市子安町２－１８－１

24 八王子市 公設
八王子市立子安学童保育所いずみの森第三クラ
ブ

192-0904 八王子市子安町２－１８－１

24 八王子市 公設
八王子市立子安学童保育所いずみの森第四クラ
ブ

192-0904 八王子市子安町２－１８－１

24 八王子市 公設 八王子市立子安学童保育所第一クラブ 192-0904 八王子市子安町１－３７－１

24 八王子市 公設 八王子市立長沼学童保育所第一クラブ 192-0907 八王子市長沼町７０７－３

24 八王子市 公設 八王子市立長沼学童保育所第二クラブ 192-0907 八王子市長沼町７０７－３

24 八王子市 公設 八王子市立北野学童保育所第一クラブ 192-0911 八王子市打越町３４８－１

24 八王子市 公設 八王子市立北野学童保育所第二クラブ 192-0911 八王子市打越町３４８－１

24 八王子市 公設 八王子市立高嶺小学童保育所第一クラブ 192-0913 八王子市北野台４－２１－１

24 八王子市 公設 八王子市立高嶺小学童保育所第二クラブ 192-0913 八王子市北野台４－２１－１

24 八王子市 公設 八王子市立片倉台学童保育所 192-0914 八王子市片倉町１３１８

24 八王子市 公設 八王子市立みなみ野学童保育所第二クラブ 192-0916 八王子市みなみ野１－１－１

24 八王子市 公設
八王子市立みなみ野君田小学童保育所第一クラ
ブ

192-0916 八王子市みなみ野４－３－１

24 八王子市 公設
八王子市立みなみ野君田小学童保育所第二クラ
ブ

192-0916 八王子市みなみ野４－３－１

24 八王子市 公設
八王子市立みなみ野君田小学童保育所第三クラ
ブ

192-0916 八王子市みなみ野４－３－１

24 八王子市 公設 八王子市立みなみ野学童保育所第一クラブ 192-0916 八王子市みなみ野１－９－３
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24 八王子市 公設 八王子市立由井かたくら学童保育所 192-0917 八王子市西片倉１－１４－１

24 八王子市 公設 八王子市立七国小学童保育所第三クラブ 192-0919 八王子市七国４－９－５

24 八王子市 公設 八王子市立七国小学童保育所第一クラブ 192-0919 八王子市七国６－４２－１

24 八王子市 公設 八王子市立七国小学童保育所第二クラブ 192-0919 八王子市七国６－４２－１

24 八王子市 公設 八王子市立からまつ学童保育所 193-0801 八王子市川口町１５５７－２

24 八王子市 公設 八王子市立川口学童保育所第二クラブ 193-0801 八王子市川口町３９７４

24 八王子市 公設 八王子市立川口学童保育所第一クラブ 193-0801 八王子市川口町３９７４

24 八王子市 公設 八王子市立つくみ学童保育所第二クラブ 193-0802 八王子市犬目町４４－１

24 八王子市 公設 八王子市立つくみ学童保育所第三クラブ 193-0802 八王子市犬目町４１－１

24 八王子市 公設 八王子市立つくみ学童保育所第一クラブ 193-0802 八王子市犬目町４４－１

24 八王子市 公設 八王子市立楢原小学童保育所 193-0803 八王子市楢原町１２８７－２

24 八王子市 公設 八王子市立上壱分方学童保育所第一クラブ 193-0811 八王子市上壱分方町７９９－２

24 八王子市 公設 八王子市立上壱分方学童保育所第二クラブ 193-0811 八王子市上壱分方町７９９－２

24 八王子市 公設 八王子市立元八王子東小学童保育所第二クラブ 193-0815 八王子市叶谷町１５２１

24 八王子市 公設 八王子市立元八王子東小学童保育所第一クラブ 193-0815 八王子市叶谷町１５２１

24 八王子市 公設 八王子市立弐分方小学童保育所第一クラブ 193-0822 八王子市弐分方町５２０－１

24 八王子市 公設 八王子市立弐分方小学童保育所第二クラブ 193-0822 八王子市弐分方町５２０－１

24 八王子市 公設 八王子市立元八王子学童保育所第一クラブ 193-0822 八王子市弐分方町７６１

24 八王子市 公設 八王子市立元八王子学童保育所第二クラブ 193-0822 八王子市弐分方町７６１

24 八王子市 公設 八王子市立横川学童保育所第一クラブ 193-0823 八王子市横川町３０５

24 八王子市 公設 八王子市立横川学童保育所第二クラブ 193-0823 八王子市横川町３０５

24 八王子市 公設 八王子市立船田小学童保育所第一クラブ 193-0824 八王子市長房町１０４１－２

24 八王子市 公設 八王子市立船田小学童保育所第二クラブ 193-0824 八王子市長房町１０４１－２

24 八王子市 公設 八王子市立長房学童保育所 193-0824 八王子市長房町３４１

24 八王子市 公設 八王子市立横山学童保育所第一クラブ 193-0824 八王子市長房町４５０

24 八王子市 公設 八王子市立横山学童保育所第二クラブ 193-0824 八王子市長房町４５０
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24 八王子市 公設 八王子市立城山学童保育所第二クラブ 193-0826 八王子市元八王子町２－１７６７

24 八王子市 公設 八王子市立城山学童保育所第一クラブ 193-0826 八王子市元八王子町２－３３５１－１５

24 八王子市 公設 八王子市立散田小学童保育所第一クラブ 193-0832 八王子市散田町５－２３－１

24 八王子市 公設 八王子市立散田小学童保育所第二クラブ 193-0832 八王子市散田町５－２３－１

24 八王子市 公設 八王子市立散田小学童保育所第三クラブ 193-0832 八王子市散田町５－２３－１

24 八王子市 公設 八王子市立東浅川小学童保育所第一クラブ 193-0834 八王子市東浅川町５５０－２２

24 八王子市 公設 八王子市立東浅川小学童保育所第二クラブ 193-0834 八王子市東浅川町５５０－２２

24 八王子市 公設 八王子市立千人町学童保育所第二クラブ 193-0835 八王子市千人町３－７－７

24 八王子市 公設 八王子市立千人町学童保育所第一クラブ 193-0835 八王子市千人町３－７－７

24 八王子市 公設 八王子市立千人町学童保育所第三クラブ 193-0835 八王子市千人町３－７－７

24 八王子市 公設 八王子市立浅川学童保育所第一クラブ 193-0845 八王子市初沢町１３２３

24 八王子市 公設 八王子市立浅川学童保育所第二クラブ 193-0845 八王子市初沢町１３２３

24 八王子市 公設 八王子市立台町学童保育所第一クラブ 193-0931 八王子市台町４－２－１

24 八王子市 公設 八王子市立台町学童保育所第二クラブ 193-0931 八王子市台町４－２－１

24 八王子市 公設 八王子市立台町学童保育所第三クラブ 193-0931 八王子市台町４－２－１

24 八王子市 公設 八王子市立山田小学童保育所第一クラブ 193-0933 八王子市山田町１５５３

24 八王子市 公設 八王子市立山田小学童保育所第二クラブ 193-0933 八王子市山田町１５５３

24 八王子市 公設 八王子市立由井学童保育所第一クラブ 193-0934 八王子市小比企町１２０１

24 八王子市 公設 八王子市立由井学童保育所第二クラブ 193-0934 八王子市小比企町１２０１

24 八王子市 公設 八王子市立椚田小学童保育所第三クラブ 193-0942 八王子市椚田町５５４－１１

24 八王子市 公設 八王子市立椚田小学童保育所第一クラブ 193-0942 八王子市椚田町５７１－２

24 八王子市 公設 八王子市立椚田小学童保育所第二クラブ 193-0942 八王子市椚田町５７１－２

24 八王子市 公設 八王子市立寺田学童保育所第二クラブ 193-0943 八王子市寺田町４０５－５

24 八王子市 公設 八王子市立寺田学童保育所第一クラブ 193-0943 八王子市寺田町４３２－１０２号棟

24 八王子市 公設 八王子市立横山第一小学童保育所第一クラブ 193-0944 八王子市館町７４

24 八王子市 公設 八王子市立横山第一小学童保育所第二クラブ 193-0944 八王子市館町７４



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

24 八王子市 公設 八王子市立館ケ丘学童保育所 193-0944 八王子市館町１０９７－５７

24 八王子市 公設 八王子市立浅川学童保育所第三クラブ 193-0845 八王子市初沢町１３３５

24 八王子市 公設 八王子市立東浅川小学童保育所第三クラブ 193-0834 八王子市東浅川町５５０－２２

25 立川市 公設 立川市けやき台さくら学童保育所 190-0001 立川市若葉町１－１３－２

25 立川市 公設 立川市けやき台第二学童保育所 190-0001 立川市若葉町１－８－１

25 立川市 公設 立川市若葉台学童保育所 190-0001 立川市若葉町１－１３－１

25 立川市 公設 立川市若葉学童保育所 190-0001 立川市若葉町４－２５－１１４

25 立川市 公設 立川市中砂学童保育所 190-0002 立川市幸町２－１－１

25 立川市 公設 立川市中砂第二学童保育所 190-0002 立川市幸町２－１－２

25 立川市 公設 立川市幸学童保育所 190-0002 立川市幸町４－５２－３

25 立川市 公設 立川市南砂学童保育所 190-0003 立川市栄町２－２－１

25 立川市 公設 立川市柏学童保育所 190-0004 立川市柏町１－３１－５

25 立川市 公設 立川市砂川七番学童保育所 190-0004 立川市柏町３－１－４

25 立川市 公設 立川市柏第四学童保育所 190-0004 立川市柏町４－６１－１１

25 立川市 公設 立川市柏第三学童保育所 190-0004 立川市柏町４－８－４

25 立川市 公設 立川市柏第二学童保育所 190-0004 立川市柏町４－８－４

25 立川市 公設 立川市高松第三学童保育所 190-0011 立川市高松町１－３１－２２

25 立川市 公設 立川市高松学童保育所 190-0011 立川市高松町３－６－９

25 立川市 公設 立川市高松第二学童保育所 190-0011 立川市高松町３－６－９

25 立川市 公設 立川市曙学童保育所 190-0012 立川市曙町３－２４－２８

25 立川市 公設 立川市西立川学童保育所 190-0013 立川市富士見町１－２３－６

25 立川市 公設 立川市総合福祉センター学童保育所 190-0013 立川市富士見町２－３６－４７

25 立川市 公設 立川市富士見学童保育所 190-0013 立川市富士見町４－４－１

25 立川市 公設 立川市多摩川学童保育所 190-0013 立川市富士見町６－５１－１

25 立川市 公設 立川市南富士見学童保育所 190-0013 立川市富士見町７－７－１２

25 立川市 公設 立川市羽衣学童保育所 190-0021 立川市羽衣町２－４４－１６



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

25 立川市 公設 立川市錦第四学童保育所 190-0022 立川市錦町４－３－１１

25 立川市 公設 立川市錦学童保育所 190-0022 立川市錦町３－１２－１

25 立川市 公設 立川市錦第二学童保育所 190-0022 立川市錦町３－４－１

25 立川市 公設 立川市錦第三学童保育所 190-0022 立川市錦町５－６－４３

25 立川市 公設 立川市柴崎学童保育所 190-0023 立川市柴崎町２-２０-２４

25 立川市 公設 立川市上砂第三学童保育所 190-0032 立川市上砂町１－１３－１

25 立川市 公設 立川市大山学童保育所 190-0032 立川市上砂町１－６－３

25 立川市 公設 立川市上砂学童保育所 190-0032 立川市上砂町２－１８－１

25 立川市 公設 立川市上砂第二学童保育所 190-0032 立川市上砂町５－２３－１

25 立川市 公設 立川市砂川園学童保育所 190-0032 立川市上砂町５－７６－４

25 立川市 公設 立川市一番町北学童保育所 190-0033 立川市一番町４－６２－３

25 立川市 公設 立川市松中学童保育所 190-0033 立川市一番町６－８－３７

25 立川市 公設 立川市西砂第二学童保育所 190-0034 立川市西砂町２－１７－２

25 立川市 公設 立川市西砂学童保育所 190-0034 立川市西砂町２－３４－２

25 立川市 公設 立川市西砂第三学童保育所 190-0034 立川市西砂町５－４７－２７

26 武蔵野市 公設 四小こどもクラブ 180-0001 武蔵野市吉祥寺北町２－４－５

26 武蔵野市 公設 大野田こどもクラブ 180-0001 武蔵野市吉祥寺北町４－１１－３７

26 武蔵野市 公設 本宿こどもクラブ 180-0002 武蔵野市吉祥寺東町４－１－９

26 武蔵野市 公設 三小こどもクラブ 180-0003 武蔵野市吉祥寺南町２－３５－６及び２－３５－９

26 武蔵野市 公設 井之頭こどもクラブ 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町３－２７－１９

26 武蔵野市 公設 一小こどもクラブ 180-0004 武蔵野市吉祥寺本町４－１７－１６

26 武蔵野市 民設 千川さくらっこクラブ 180-0011 武蔵野市八幡町４－２８－１３

26 武蔵野市 公設 千川こどもクラブ 180-0011 武蔵野市八幡町３－５－２５

26 武蔵野市 民設 武蔵野eパル 180-0012 武蔵野市緑町２－１－１０

26 武蔵野市 公設 五小こどもクラブ 180-0014 武蔵野市関前３－２－２０

26 武蔵野市 公設 関前南こどもクラブ 180-0014 武蔵野市関前３－３７－２４及び３－３７－２６



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

26 武蔵野市 公設 桜野こどもクラブ 180-0021 武蔵野市桜堤１－８－１９

26 武蔵野市 民設 元気っ子のびのび 180-0022 武蔵野市境１－１６－３４グリーンハイムむさしの１０１

26 武蔵野市 公設 二小こどもクラブ 180-0022 武蔵野市境４－２－１５

26 武蔵野市 公設 境南こどもクラブ 180-0023 武蔵野市境南町２－２７－１８及び２－２７－２７

27 三鷹市 公設 五小学童保育所Ａ 181-0001 三鷹市井の頭２－２１－１８

27 三鷹市 公設 五小学童保育所Ｂ 181-0001 三鷹市井の頭２－２１－１８

27 三鷹市 公設 高山小学童保育所C 181-0002 三鷹市牟礼３－１０－２４

27 三鷹市 公設 高山小学童保育所Ａ 181-0002 三鷹市牟礼４－３－１６

27 三鷹市 公設 高山小学童保育所Ｂ 181-0002 三鷹市牟礼４－３－１６

27 三鷹市 公設 北野小学童保育所Ａ 181-0003 三鷹市北野３－１－５

27 三鷹市 公設 北野小学童保育所Ｂ 181-0003 三鷹市北野３－１－５

27 三鷹市 公設 一小学童保育所Ｂ 181-0004 三鷹市新川６－４－１６

27 三鷹市 公設 一小学童保育所Ａ 181-0004 三鷹市新川３－２１－２

27 三鷹市 公設 中原小学童保育所Ａ 181-0005 三鷹市中原２－１２－１３

27 三鷹市 公設 中原小学童保育所Ｂ 181-0005 三鷹市中原２－１２－１３

27 三鷹市 公設 東台小学童保育所Ａ 181-0005 三鷹市中原２－１７－３７

27 三鷹市 公設 東台小学童保育所B 181-0005 三鷹市中原２－１７－３７

27 三鷹市 公設 井口小学童保育所Ａ 181-0011 三鷹市井口３－７－６４

27 三鷹市 公設 井口小学童保育所Ｂ 181-0011 三鷹市井口３－７－６４

27 三鷹市 公設 三小学童保育所Ａ 181-0012 三鷹市上連雀４－１２－３３

27 三鷹市 公設 三小学童保育所Ｂ 181-0012 三鷹市上連雀４－１２－３３

27 三鷹市 公設 七小学童保育所Ａ 181-0012 三鷹市上連雀７－７－７

27 三鷹市 公設 七小学童保育所Ｂ 181-0012 三鷹市上連雀７－７－７

27 三鷹市 公設 四小学童保育所A 181-0013 三鷹市下連雀１－２５－２

27 三鷹市 公設 四小学童保育所B 181-0013 三鷹市下連雀１－２５－２

27 三鷹市 公設 下連雀こでまり学童保育所 181-0013 三鷹市下連雀５－１－１
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27 三鷹市 公設 連雀学園学童保育所 181-0013 三鷹市下連雀７－１０－１５

27 三鷹市 公設 南浦小学童保育所Ａ 181-0013 三鷹市下連雀９－６－２８

27 三鷹市 公設 六小学童保育所Ａ 181-0013 三鷹市下連雀６－１３－１

27 三鷹市 公設 六小学童保育所Ｂ 181-0013 三鷹市下連雀６－１３－１

27 三鷹市 公設 南浦小学童保育所Ｂ 181-0013 三鷹市下連雀９－６－２８

27 三鷹市 公設 二小学童保育所Ｂ 181-0014 三鷹市野崎３－１２－１８

27 三鷹市 公設 二小学童保育所Ａ 181-0014 三鷹市野崎３－１９－１

27 三鷹市 公設 大沢台小学童保育所 181-0015 三鷹市大沢２－９－３

27 三鷹市 公設 羽沢小学童保育所 181-0015 三鷹市大沢４－９－1

27 三鷹市 公設 三小学童保育所Ｃ 181-0013 三鷹市下連雀３－２０－１３

27 三鷹市 公設 三小学童保育所Ｄ 181-0013 三鷹市下連雀３－２０－１３

27 三鷹市 公設 高山小学童保育所Ｄ 181-0002 三鷹市牟礼３－１０－２４

28 青梅市 公設 青梅成木こどもクラブ 198-0001 青梅市成木3丁目423番地の１

28 青梅市 公設 青梅第七こどもクラブ 198-0003 青梅市小曾木3丁目1,880番地の1

28 青梅市 公設 青梅第三Aこどもクラブ 198-0014 青梅市大門2丁目317番地

28 青梅市 公設 青梅第三Bこどもクラブ 198-0014 青梅市大門2丁目317番地

28 青梅市 公設 青梅第三Cこどもクラブ 198-0014 青梅市大門2丁目317番地

28 青梅市 公設 青梅大門Aこどもクラブ 198-0014 青梅市大門1丁目364番地の1

28 青梅市 公設 青梅大門Bこどもクラブ 198-0014 青梅市大門1丁目364番地の1

28 青梅市 公設 青梅大門Cこどもクラブ 198-0014 青梅市大門1丁目364番地の1

28 青梅市 公設 青梅吹上こどもクラブ 198-0015 青梅市吹上176番地の1

28 青梅市 公設 青梅藤橋Aこどもクラブ 198-0022 青梅市藤橋3丁目13番地の1

28 青梅市 公設 青梅藤橋Bこどもクラブ 198-0022 青梅市藤橋3丁目13番地の1

28 青梅市 公設 青梅今井Aこどもクラブ 198-0023 青梅市今井2丁目947番地の1

28 青梅市 公設 青梅今井Bこどもクラブ 198-0023 青梅市今井2丁目947番地の1

28 青梅市 公設 青梅今井Cこどもクラブ 198-0023 青梅市今井2丁目947番地の1
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28 青梅市 公設 青梅若草Aこどもクラブ 198-0024 青梅市新町1丁目15番地の１

28 青梅市 公設 青梅若草Bこどもクラブ 198-0024 青梅市新町1丁目15番地の1

28 青梅市 公設 青梅霞台Aこどもクラブ 198-0024 青梅市新町1丁目35番地の1

28 青梅市 公設 青梅霞台Bこどもクラブ 198-0024 青梅市新町1丁目35番地の1

28 青梅市 民設 ほうかごNICOLAND 198-0024 青梅市新町4丁目18番地の9

28 青梅市 公設 青梅新町Aこどもクラブ 198-0024 青梅市新町5丁目7番地の16

28 青梅市 公設 青梅新町Bこどもクラブ 198-0024 青梅市新町5丁目7番地の16

28 青梅市 公設 青梅新町第2こどもクラブ 198-0024 青梅市新町5丁目7番地の17

28 青梅市 民設 オルオルネクストかべ 198-0036 青梅市河辺町5丁目23番地の7

28 青梅市 公設 青梅河辺Aこどもクラブ 198-0036 青梅市河辺町5丁目24番地

28 青梅市 公設 青梅河辺Bこどもクラブ 198-0036 青梅市河辺町5丁目24番地

28 青梅市 公設 青梅第四Ａこどもクラブ 198-0042 青梅市東青梅6丁目1番地の1

28 青梅市 公設 青梅第四Ｂこどもクラブ 198-0042 青梅市東青梅6丁目1番地の1

28 青梅市 公設 青梅第四Ｃこどもクラブ 198-0042 青梅市東青梅6丁目1番地の1

28 青梅市 公設 青梅千ヶ瀬こどもクラブ 198-0043 青梅市千ヶ瀬町2丁目262番地の13

28 青梅市 公設 青梅友田こどもクラブ 198-0051 青梅市友田町5丁目332番地

28 青梅市 公設 青梅第二Aこどもクラブ 198-0052 青梅市長淵4丁目437番地

28 青梅市 公設 青梅第二Bこどもクラブ 198-0052 青梅市長淵4丁目437番地

28 青梅市 公設 青梅第二Ｃこどもクラブ 198-0052 青梅市長淵4丁目437番地

28 青梅市 公設 青梅第五Aこどもクラブ 198-0063 青梅市梅郷3丁目765番地の１

28 青梅市 公設 青梅第五Bこどもクラブ 198-0063 青梅市梅郷3丁目765番地の1

28 青梅市 公設 青梅第一Aこどもクラブ 198-0083 青梅市本町223番地

28 青梅市 公設 青梅第一Bこどもクラブ 198-0083 青梅市本町223番地

28 青梅市 公設 青梅第一Ｃこどもクラブ 198-0083 青梅市本町223番地

28 青梅市 公設 青梅第六こどもクラブ 198-0171 青梅市二俣尾3丁目903番地の1

28 青梅市 民設 森のほうかご 198-0024 青梅市新町2丁目10番地の17



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

29 府中市 公設 府中市立若松学童クラブ第一育成室 183-0005 府中市若松町３－３

29 府中市 公設 府中市立若松学童クラブ第二育成室 183-0005 府中市若松町３－３

29 府中市 公設 府中市立第十学童クラブ第一育成室 183-0005 府中市若松町４－３２

29 府中市 公設 府中市立第十学童クラブ第二育成室 183-0005 府中市若松町４－３２

29 府中市 公設 府中市立第二学童クラブ第三育成室 183-0006 府中市緑町１－３５－１

29 府中市 公設 府中市立第二学童クラブ第四育成室 183-0006 府中市緑町１－３５－１

29 府中市 公設 府中市立第二学童クラブ第一育成室 183-0006 府中市緑町１－２９

29 府中市 公設 府中市立第二学童クラブ第二育成室 183-0006 府中市緑町１－２９

29 府中市 公設 府中市立第四学童クラブ第一育成室 183-0011 府中市白糸台１－５９

29 府中市 公設 府中市立第四学童クラブ第二育成室 183-0011 府中市白糸台１－５９

29 府中市 公設 府中市立白糸台学童クラブ第一育成室 183-0011 府中市白糸台２－１８

29 府中市 公設 府中市立白糸台学童クラブ第二育成室 183-0011 府中市白糸台２－１８

29 府中市 公設 府中市立南白糸台学童クラブ第一育成室 183-0012 府中市押立町２－２５

29 府中市 公設 府中市立南白糸台学童クラブ第二育成室 183-0012 府中市押立町２－２５

29 府中市 公設 府中市立小柳学童クラブ第一育成室 183-0013 府中市小柳町４－４５

29 府中市 公設 府中市立小柳学童クラブ第二育成室 183-0013 府中市小柳町４－４５

29 府中市 公設 府中市立第八学童クラブ第一育成室 183-0014 府中市是政１－３４

29 府中市 公設 府中市立第八学童クラブ第二育成室 183-0014 府中市是政１－３４

29 府中市 民設 Out of school care 183-0016 府中市八幡町３-１８

29 府中市 公設 府中市立第三学童クラブ第三育成室 183-0021 府中市片町３－５

29 府中市 公設 府中市立第三学童クラブ第一育成室 183-0021 府中市片町３－５

29 府中市 公設 府中市立第三学童クラブ第二育成室 183-0021 府中市片町３－５

29 府中市 公設 府中市立矢崎学童クラブ 183-0025 府中市矢崎町４－９

29 府中市 公設 府中市立南町学童クラブ第一育成室 183-0026 府中市南町３－６

29 府中市 公設 府中市立南町学童クラブ第二育成室 183-0026 府中市南町３－６

29 府中市 公設 府中市立第五学童クラブ第一育成室 183-0032 府中市本宿町１－３８



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

29 府中市 公設 府中市立第五学童クラブ第二育成室 183-0032 府中市本宿町１－３８

29 府中市 公設 府中市立本宿学童クラブ第一育成室 183-0032 府中市本宿町４－１９

29 府中市 公設 府中市立本宿学童クラブ第二育成室 183-0032 府中市本宿町４－１９

29 府中市 公設 府中市立住吉学童クラブ第一育成室 183-0034 府中市住吉町２－３０

29 府中市 公設 府中市立住吉学童クラブ第二育成室 183-0034 府中市住吉町２－３０

29 府中市 公設 府中市立四谷学童クラブ第一育成室 183-0035 府中市四谷３－２７４０

29 府中市 公設 府中市立四谷学童クラブ第二育成室 183-0035 府中市四谷３－２７４０

29 府中市 公設 府中市立日新学童クラブ第一育成室 183-0036 府中市日新町５－２２

29 府中市 公設 府中市立日新学童クラブ第二育成室 183-0036 府中市日新町５－２２

29 府中市 公設 府中市立第七学童クラブ第一育成室 183-0041 府中市北山町２－２０

29 府中市 公設 府中市立第七学童クラブ第二育成室 183-0041 府中市北山町２－２０

29 府中市 公設 府中市立武蔵台学童クラブ 183-0042 府中市武蔵台２－３

29 府中市 公設 府中市立第九学童クラブ第一育成室 183-0051 府中市栄町３－７

29 府中市 公設 府中市立第九学童クラブ第二育成室 183-0051 府中市栄町３－７

29 府中市 公設 府中市立新町学童クラブ 183-0052 府中市新町１－２９

29 府中市 公設 府中市立第六学童クラブ第一育成室 183-0053 府中市天神町４－２７

29 府中市 公設 府中市立第六学童クラブ第二育成室 183-0053 府中市天神町４－１４

29 府中市 公設 府中市立第一学童クラブ第二育成室 183-0056 府中市寿町２－６－８

29 府中市 公設 府中市立第一学童クラブ第三育成室 183-0056 府中市寿町２－６－８

29 府中市 公設 府中市立第一学童クラブ第一育成室 183-0056 府中市寿町２－６

30 昭島市 公設 昭島市立拝島第一学童クラブA 196-0002 昭島市拝島町１－１４－１４

30 昭島市 公設 昭島市立拝島第一学童クラブB 196-0002 昭島市拝島町１－１４－１４

30 昭島市 公設 昭島市立美堀学童クラブ 196-0002 昭島市拝島町３９２７－２

30 昭島市 公設 昭島市立拝島第二学童クラブ 196-0002 昭島市拝島町３９２７－２

30 昭島市 公設 昭島市立拝島第三学童クラブ 196-0003 昭島市松原町３－１２－１５

30 昭島市 公設 昭島市立緑学童クラブ 196-0004 昭島市緑町４－１３－２６



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

30 昭島市 公設 昭島市立第二昭和学童クラブ 196-0011 昭島市上川原町１－１０－１８

30 昭島市 公設 昭島市立つつじが丘学童クラブA 196-0012 昭島市つつじが丘２－１－９

30 昭島市 公設 昭島市立つつじが丘学童クラブB 196-0012 昭島市つつじが丘２－１－９

30 昭島市 公設 昭島市立大神学童クラブ 196-0013 昭島市大神町４－１８－１４

30 昭島市 公設 昭島市立田中学童クラブ 196-0014 昭島市田中町３－５－１７

30 昭島市 公設 昭島市立昭和学童クラブ 196-0015 昭島市昭和町４－５－１３

30 昭島市 公設 昭島市立第二武蔵野学童クラブ 196-0021 昭島市武蔵野２－３－１

30 昭島市 公設 昭島市立武蔵野学童クラブ 196-0021 昭島市武蔵野２－３－２

30 昭島市 公設 昭島市立第ニ中神学童クラブ 196-0025 昭島市朝日町５－８－５

30 昭島市 公設 昭島市立中神学童クラブ 196-0025 昭島市朝日町４－５－９

30 昭島市 公設 昭島市立第二玉川学童クラブ 196-0031 昭島市福島町２－８－１

30 昭島市 公設 昭島市立玉川学童クラブ 196-0031 昭島市福島町２－８－１

30 昭島市 公設 昭島市立富士見学童クラブ 196-0031 昭島市福島町８９０

30 昭島市 公設 昭島市立福島学童クラブ 196-0032 昭島市郷地町２－６－２

30 昭島市 公設 昭島市立東学童クラブA 196-0033 昭島市東町２－２－１８

30 昭島市 公設 昭島市立東学童クラブB 196-0033 昭島市東町２－２－１８

31 調布市 公設 調布市立緑ケ丘児童館学童クラブ 182-0001 調布市緑ケ丘２－２０－１６

31 調布市 公設 調布市立わかば学童クラブ 182-0003 調布市若葉町３－１－２５

31 調布市 公設 調布市立あおば学童クラブ 182-0003 調布市若葉町３－１５－３３

31 調布市 公設 調布市立東部児童館学童クラブ 182-0003 調布市若葉町１－２９－２１

31 調布市 公設 調布市立調和小学校学童クラブ 182-0006 調布市西つつじケ丘４－２２－６

31 調布市 公設 調布市立つつじケ丘児童館学童クラブ 182-0006 調布市西つつじケ丘３－１９－１

31 調布市 公設 調布市立おおまち第１学童クラブ 182-0007 調布市菊野台３－２７－３８

31 調布市 公設 調布市立おおまち第２学童クラブ 182-0007 調布市菊野台３－２７－３８

31 調布市 公設 調布市立北ノ台小学校学童クラブ 182-0011 調布市深大寺北町２－４１－１

31 調布市 公設 調布市立はなばたけ第１学童クラブ 182-0011 調布市深大寺北町５－９－１
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31 調布市 公設 調布市立はなばたけ第２学童クラブ 182-0011 調布市深大寺北町５－９－１

31 調布市 公設 調布市立深大寺児童館学童クラブ 182-0012 調布市深大寺東町５－１４－１

31 調布市 公設 調布市立しばさき公園北第１学童クラブ 182-0014 調布市柴崎２－３３－１

31 調布市 公設 調布市立しばさき公園北第２学童クラブ 182-0014 調布市柴崎２－３３－１

31 調布市 公設 調布市立うえのはら第１学童クラブ 182-0014 調布市柴崎２－８－８

31 調布市 公設 調布市立うえのはら第２学童クラブ 182-0014 調布市柴崎２－８－８

31 調布市 公設 調布市立かしわの学童クラブ 182-0016 調布市佐須町２－１９－１１

31 調布市 公設 調布市立佐須児童館学童クラブ 182-0016 調布市佐須町４－４２－２

31 調布市 公設 調布市立深大寺小学校学童クラブ 182-0017 調布市深大寺元町５－１６－１４

31 調布市 公設 調布市立はづき学童クラブ 182-0021 調布市調布ケ丘２－３７－６

31 調布市 公設 調布市立かみふだ第１学童クラブ 182-0021 調布市調布ケ丘１－６－１

31 調布市 公設 調布市立かみふだ第２学童クラブ 182-0021 調布市調布ケ丘１－６－１

31 調布市 公設 調布市立調布ケ丘児童館学童クラブ 182-0021 調布市調布ケ丘２－３６－１

31 調布市 公設 調布市立わいわい学童クラブ 182-0022 調布市国領町７－１１－２

31 調布市 公設 調布市立国領小学校学童クラブ 182-0022 調布市国領町８－１－８６

31 調布市 公設 調布市立国領児童館学童クラブ 182-0022 調布市国領町３－８－１５

31 調布市 公設 調布市立第二小学校学童クラブ 182-0022 調布市国領町４－１９－４５

31 調布市 公設 調布市立布田小学校学童クラブ 182-0023 調布市染地１－１－１００

31 調布市 公設 調布市立染地小学校学童クラブ 182-0023 調布市染地３－１－８１

31 調布市 公設 調布市立染地児童館学童クラブ 182-0023 調布市染地２－４１－１２

31 調布市 公設 調布市立なないろ第１学童クラブ 182-0025 調布市多摩川１－１５－２

31 調布市 公設 調布市立なないろ第２学童クラブ 182-0025 調布市多摩川１－１５－２

31 調布市 公設 調布市立多摩川小学校学童クラブ 182-0025 調布市多摩川３－２１－１

31 調布市 公設 調布市立多摩川児童館学童クラブ 182-0025 調布市多摩川５－１－２

31 調布市 公設 調布市立第一小学校学童クラブ 182-0026 調布市小島町１－８－１

31 調布市 公設 調布市立ふじみだい学童クラブ 182-0026 調布市小島町３－３２－１０
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31 調布市 公設 調布市立ゆずのき学童クラブ 182-0033 調布市富士見町４－４－２

31 調布市 公設 調布市立富士見児童館学童クラブ 182-0033 調布市富士見町１－８－１

31 調布市 公設 調布市立かみいしわら第１学童クラブ 182-0035 調布市上石原２－１６－１０

31 調布市 公設 調布市立かみいしわら第２学童クラブ 182-0035 調布市上石原２－１６－１０

31 調布市 公設 調布市立西部児童館学童クラブ 182-0035 調布市上石原３－２１－６

32 町田市 公設 本町田学童保育クラブ 　194-0032　 町田市本町田２０３２

32 町田市 公設 南つくし野学童保育クラブ 194-0002 町田市南つくし野２－１７－２

32 町田市 公設 つくし野学童保育クラブ 194-0002 町田市つくし野２－２１－１１

32 町田市 公設 わんぱく学童保育クラブ 194-0003 町田市小川３－１０－１

32 町田市 公設 南第一さくら学童保育クラブ 194-0004 町田市南町田1-10-1

32 町田市 公設 鶴間ひまわり学童保育クラブ 194-0004 町田市鶴間4-17-1

32 町田市 公設 鶴間ひまわり学童保育クラブ分室 194-0004 町田市鶴間4-17-1

32 町田市 公設 金森学童保育クラブ 194-0012 町田市金森東１－２－１

32 町田市 公設 学童２１保育クラブ分室 194-0013 町田市原町田４－２４－６

32 町田市 公設 学童２１保育クラブ 194-0013 町田市原町田４－２６－４０

32 町田市 公設 高ヶ坂けやき学童保育クラブ 194-0014 町田市高ヶ坂６－７－１

32 町田市 公設 どろん子学童保育クラブ 194-0015 町田市金森東３－２２－２４

32 町田市 公設 どろん子学童保育クラブ分室 194-0015 町田市金森東３－２２－２４

32 町田市 公設 中央学童保育クラブ 194-0021 町田市中町１－２０－３０

32 町田市 公設 森野学童保育クラブ 194-0022 町田市森野２－２１－２８

32 町田市 公設 高ヶ坂学童保育クラブ 194-0031 町田市南大谷1260

32 町田市 公設 南大谷学童保育クラブ 194-0031 町田市南大谷８１１－１

32 町田市 公設 竹ん子学童保育クラブ 194-0032 町田市本町田１２１２

32 町田市 公設 藤の台学童保育クラブ 194-0032 町田市本町田３３５０

32 町田市 公設 なかよし学童保育クラブ 194-0035 町田市忠生３－１０－２

32 町田市 公設 木曽学童保育クラブ 194-0036 町田市木曽東３－１１－３
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32 町田市 公設 木曽境川学童保育クラブ 194-0037 町田市木曽西１－９－１

32 町田市 公設 山崎学童保育クラブ 194-0041 町田市忠生２－１５－２６

32 町田市 公設 ころころ学童保育クラブ 194-0041 町田市玉川学園３－３５－４５

32 町田市 公設 ころころ学童保育クラブ分室 194-0041 町田市玉川学園４－１４－７

32 町田市 公設 すまいる学童保育クラブ 194-0043 町田市成瀬台２－５－２

32 町田市 公設 成瀬中央あおぞら学童保育クラブ 194-0044 町田市成瀬２－８

32 町田市 公設 そよかぜ学童保育クラブ 194-0044 町田市成瀬7-11-1

32 町田市 公設 なんなる学童保育クラブ 194-0045 町田市南成瀬３－６

32 町田市 公設 小山田学童保育クラブ 194-0201 町田市上小山田町６１０

32 町田市 公設 図師学童保育クラブ 194-0203 町田市図師町２３９－１９

32 町田市 公設 桜の森学童保育クラブ 194-0204 町田市小山田桜台２－７

32 町田市 公設 桜の森学童保育クラブ分室 194-0204 町田市小山田桜台２－７

32 町田市 公設 相原たけの子学童保育クラブ 194-0211 町田市相原町１６７３

32 町田市 公設 大戸のびっ子学童保育クラブ 194-0211 町田市相原町３８６５

32 町田市 公設 小山学童保育クラブ 194-0212 町田市小山町９４４

32 町田市 公設 小山学童保育クラブ分室 194-0212 町田市小山町９４４

32 町田市 公設 小山中央学童保育クラブ 194-0215 町田市小山ヶ丘３－７－１

32 町田市 公設 小山ヶ丘学童保育クラブ分室 194-0215 町田市小山ヶ丘５－３７

32 町田市 公設 小山ヶ丘学童保育クラブ 194-0215 町田市小山ヶ丘５－３７

32 町田市 公設 鶴川第二学童保育クラブ 195-0053 町田市能ヶ谷７－２４－２

32 町田市 公設 みわっこ学童保育クラブ 195-0054 町田市三輪町３３０－１

32 町田市 公設 みわっこ学童保育クラブ分室 195-0054 町田市三輪町３３０－１

32 町田市 公設 鶴川学童保育クラブ 195-0061 町田市鶴川６－５

32 町田市 公設 鶴川学童保育クラブ分室 195-0061 町田市鶴川６－５

32 町田市 公設 つるっこ学童保育クラブ 195-0062 町田市大蔵町１９１３

32 町田市 公設 大蔵学童保育クラブ 195-0062 町田市大蔵町２８６



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

32 町田市 公設 野津田学童保育クラブ 195-0063 町田市野津田１２９０

32 町田市 公設 野津田学童保育クラブ分室 195-0063 町田市野津田１２９０

32 町田市 公設 金井学童保育クラブ 195-0071 町田市金井ヶ丘１－３０－２

32 町田市 公設 藤の台ポケット組学童保育クラブ 195-0071 町田市藤の台３－１－１

32 町田市 公設 七国山学童保育クラブ 195-0074 町田市山崎町１３１４－２

33 小金井市 公設 あかね第２学童保育所 184-0002 小金井市梶野町５－７－３３

33 小金井市 公設 あかね第４学童保育所 184-0002 小金井市梶野町５－７－３８

33 小金井市 公設 あかね第５学童保育所 184-0002 小金井市梶野町５－７－３８

33 小金井市 公設 あかね第１学童保育所 184-0002 小金井市梶野町５－７－３３

33 小金井市 公設 あかね第３学童保育所 184-0002 小金井市梶野町５－７－３３

33 小金井市 公設 みどり第２学童保育所 184-0003 小金井市緑町４－１８－２５

33 小金井市 公設 みどり第１学童保育所 184-0003 小金井市緑町４－１８－２５

33 小金井市 公設 さくらなみ第１学童保育所 184-0004 小金井市本町１－２－１３

33 小金井市 公設 さくらなみ第２学童保育所 184-0004 小金井市本町１－２－１３

33 小金井市 公設 ほんちょう学童保育所 184-0004 小金井市本町５－４－２５

33 小金井市 公設 たけとんぼ第２学童保育所 184-0005 小金井市桜町２－３－６０

33 小金井市 公設 たけとんぼ第１学童保育所 184-0005 小金井市桜町２－３－６０

33 小金井市 公設 たまむし第２学童保育所 184-0011 小金井市東町４－２５－７

33 小金井市 公設 たまむし第１学童保育所 184-0011 小金井市東町４－２５－７

33 小金井市 公設 まえはら第２学童保育所 184-0013 小金井市前原町３－３－１６

33 小金井市 公設 みなみ第１学童保育所 184-0013 小金井市前原町２－２－２１

33 小金井市 公設 みなみ第２学童保育所 184-0013 小金井市前原町２－２－２１

33 小金井市 公設 まえはら第１学童保育所 184-0013 小金井市前原町３－３－１６

33 小金井市 公設 さわらび第２学童保育所 184-0014 小金井市貫井南町３－６－２７

33 小金井市 公設 さわらび第１学童保育所 184-0014 小金井市貫井南町３－６－２７

34 小平市 公設 七小学童クラブ第一 187-0001 小平市大沼町１－２２－１



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

34 小平市 公設 五小学童クラブ第二 187-0002 小平市花小金井６－２４－１

34 小平市 公設 五小学童クラブ第三 187-0002 小平市花小金井６－２４－１

34 小平市 公設 花小金井小学童クラブ第一 187-0002 小平市花小金井１－３５－１

34 小平市 公設 十一小学童クラブ第二 187-0002 小平市花小金井４－１６－１

34 小平市 公設 八小学童クラブ第一 187-0011 小平市鈴木町１－３５５

34 小平市 公設 鈴木小学童クラブ 187-0011 小平市鈴木町１－４５０

34 小平市 公設 九小学童クラブ第一 187-0011 小平市鈴木町１－８２

34 小平市 公設 九小学童クラブ第二 187-0011 小平市鈴木町１－８２

34 小平市 公設 三小学童クラブ第二 187-0013 小平市回田町１１８

34 小平市 公設 三小学童クラブ第一 187-0013 小平市回田町１１８

34 小平市 公設 十小学童クラブ第三 187-0022 小平市上水本町４－１－１３

34 小平市 公設 十小学童クラブ第一 187-0022 小平市上水本町４－４－１

34 小平市 公設 十小学童クラブ第二 187-0022 小平市上水本町４－４－１

34 小平市 公設 六小学童クラブ第ニ 187-0031 小平市小川東町３－１－２

34 小平市 公設 六小学童クラブ第一 187-0031 小平市小川東町３－１－２

34 小平市 公設 上宿小学童クラブ第二 187-0032 小平市小川町１-３２７

34 小平市 公設 一小学童クラブ 187-0032 小平市小川町１－１０８２

34 小平市 公設 十二小学童クラブ第一 187-0032 小平市小川町１－４６４

34 小平市 公設 十五小学童クラブ第一 187-0032 小平市小川町２－１１３６

34 小平市 公設 十五小学童クラブ第二 187-0032 小平市小川町２－１１３６

34 小平市 公設 十三小学童クラブ第二 187-0035 小平市小川西町１－２２－１

34 小平市 公設 十三小学童クラブ第一 187-0035 小平市小川西町１－２２－１

34 小平市 公設 十四小学童クラブ第ニ 187-0042 小平市仲町３３

34 小平市 公設 二小学童クラブ 187-0042 小平市仲町３１０

34 小平市 公設 十四小学童クラブ第一 187-0042 小平市仲町３３

34 小平市 公設 学園東小学童クラブ第二 187-0043 小平市学園東町２－１５－１



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

34 小平市 公設 学園東小学童クラブ第一 187-0043 小平市学園東町２－１５－１

34 小平市 公設 四小学童クラブ第一 187-0045 小平市学園西町１－３４－１

34 小平市 公設 八小学童クラブ第二 187-0011 小平市鈴木町１－４００－７

34 小平市 公設 八小学童クラブ第三 187-0011 小平市鈴木町１－４００－７

34 小平市 公設 十二小学童クラブ第二 187-0032 小平市小川町１－４６４

34 小平市 公設 十二小学童クラブ第三 187-0032 小平市小川町１－４６４

34 小平市 民設 ウィズダムアカデミー小平花小金井校 187-0003 小平市花小金井南町１-１８-２５

34 小平市 民設 学童保育じゃんぷ小川クラブ 187-0035 小平市小川西町３-１８-１５

34 小平市 公設 四小学童クラブ第二 187-0045 小平市学園西町１－３４－１

34 小平市 公設 五小学童クラブ第一 187-0002 小平市花小金井６－２４－１

34 小平市 公設 七小学童クラブ第二 187-0001 小平市大沼町１－２２－１

34 小平市 公設 七小学童クラブ第三 187-0001 小平市大沼町１－２２－１

34 小平市 公設 十一小学童クラブ第一 187-0002 小平市花小金井４－１６－１

34 小平市 公設 花小金井小学童クラブ第二 187-0002 小平市花小金井１－３５－１

35 日野市 公設 東光寺小学童クラブわんぱく 191-0002 日野市新町３－２４－１

35 日野市 公設 東光寺小学童クラブなかよし 191-0002 日野市新町３－２４－１

35 日野市 公設 ひのだい学童クラブＡ 191-0003 日野市日野台２－１

35 日野市 公設 ひのだい学童クラブＢ 191-0003 日野市日野台２－１

35 日野市 公設 一小学童クラブＡ 191-0011 日野市日野本町２－１４－１

35 日野市 公設 一小学童クラブB 191-0011 日野市日野本町２－１４－１

35 日野市 公設 ふたば学童クラブＡ 191-0011 日野市日野本町６－１－３

35 日野市 公設 ふたば学童クラブB 191-0011 日野市日野本町６－１－３

35 日野市 公設 しんめい学童クラブ 191-0016 日野市神明３－１０－４

35 日野市 公設 七小学童クラブ 191-0016 日野市神明３－２

35 日野市 公設 夢ヶ丘小学童クラブ 191-0016 日野市程久保５５０

35 日野市 公設 四小あおぞら学童クラブA 191-0021 日野市石田４３０



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

35 日野市 公設 四小あおぞら学童クラブB 191-0021 日野市石田４３０

35 日野市 公設 四小学童クラブ 191-0021 日野市石田４３０

35 日野市 公設 万願寺学童クラブ 191-0024 日野市万願寺５－１４－４

35 日野市 公設 たかはた学童クラブ 191-0031 日野市高幡１０１１

35 日野市 公設 じゅんとく学童クラブ 191-0031 日野市高幡４０２

35 日野市 公設 三沢学童クラブ 191-0032 日野市三沢１－１７－２

35 日野市 公設 八小学童クラブＡ 191-0032 日野市三沢２１７－１

35 日野市 公設 八小学童クラブＢ 191-0032 日野市三沢２１７－１

35 日野市 公設 七生緑小学童クラブ 191-0033 日野市百草８９６－１

35 日野市 公設 南平小学童クラブＡ 191-0041 日野市南平４－１８－１

35 日野市 公設 南平小学童クラブＢ 191-0041 日野市南平４－１８－１

35 日野市 公設 南平小よつば学童クラブ 191-0041 日野市南平４－１８－１

35 日野市 公設 つくし学童クラブ 191-0043 日野市平山３－２６－３

35 日野市 公設 平山小学童クラブ 191-0043 日野市平山４－８－６

35 日野市 公設 豊田小いなほ学童クラブＡ 191-0052 日野市東豊田２－１３－２

35 日野市 公設 豊田小いなほ学童クラブＢ 191-0052 日野市東豊田２－１３－２

35 日野市 公設 豊田小たんぽぽ学童クラブA 191-0052 日野市東豊田２－１３－２

35 日野市 公設 豊田小たんぽぽ学童クラブB 191-0052 日野市東豊田２－１３－２

35 日野市 公設 たけのこ学童クラブ 191-0055 日野市西平山２－３－１

35 日野市 公設 たきあい学童クラブA 191-0055 日野市西平山２－３－１

35 日野市 公設 さくら第二学童クラブA 191-0062 日野市多摩平６－２１

35 日野市 公設 さくら第二学童クラブB 191-0062 日野市多摩平６－２１

35 日野市 公設 五小学童クラブＡ 191-0062 日野市多摩平６－２１

35 日野市 公設 五小学童クラブＢ 191-0062 日野市多摩平６－２１

35 日野市 公設 五小学童クラブＣ 191-0062 日野市多摩平６－２１

35 日野市 公設 さくら第一学童クラブイエロー 191-0062 日野市多摩平３－２１



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

35 日野市 公設 さくら第一学童クラブグリーン 191-0062 日野市多摩平３－２１

35 日野市 公設 旭が丘東学童クラブＡ 191-0065 日野市旭が丘２－１

35 日野市 公設 旭が丘東学童クラブＢ 191-0065 日野市旭が丘２－１

35 日野市 公設 あさひがおか学童クラブA 191-0065 日野市旭が丘５－２１－1

35 日野市 公設 あさひがおか学童クラブB 191-0065 日野市旭が丘５－２１－1

35 日野市 公設 五小学童クラブD 191-0062 日野市多摩平６－２１

36 東村山市 公設 東村山市立児童館秋津分室 189-0001 東村山市秋津町3-48-1

36 東村山市 公設 東村山市立秋津児童館育成室 189-0001 東村山市秋津町3-51-25

36 東村山市 公設 東村山市立児童館第1秋津東分室 189-0001 東村山市秋津町4-35-68

36 東村山市 公設 東村山市立児童館第2秋津東分室 189-0001 東村山市秋津町4-35-68

36 東村山市 公設 東村山市立児童館第1青葉分室 189-0002 東村山市青葉町2-35-11

36 東村山市 公設 東村山市立児童館第2青葉分室 189-0002 東村山市青葉町2-35-11

36 東村山市 公設 東村山市立児童館久米川東分室 189-0003 東村山市久米川町2-44-3

36 東村山市 公設 東村山市立児童館第1久米川分室 189-0003 東村山市久米川町4-11-19

36 東村山市 公設 東村山市立児童館第2久米川分室 189-0003 東村山市久米川町4-11-22

36 東村山市 公設 東村山市立児童館大岱分室 189-0011 東村山市恩多町4-17-1

36 東村山市 公設 東村山市立児童館第1野火止分室 189-0011 東村山市恩多町5-45-4

36 東村山市 公設 東村山市立児童館第2野火止分室 189-0011 東村山市恩多町5-45-4

36 東村山市 公設 東村山市立児童館第1萩山分室 189-0012 東村山市萩山町4-16-5

36 東村山市 公設 東村山市立児童館第2萩山分室 189-0012 東村山市萩山町4-16-5

36 東村山市 公設 東村山市立児童館第1東萩山分室 189-0012 東村山市萩山町5-7-18

36 東村山市 公設 東村山市立児童館第2東萩山分室 189-0012 東村山市萩山町5-7-18

36 東村山市 公設 東村山市立栄町児童館第1育成室 189-0013 東村山市栄町3-14-1

36 東村山市 公設 東村山市立栄町児童館第2育成室 189-0013 東村山市栄町3-14-1

36 東村山市 公設 東村山市立本町児童館育成室 189-0014 東村山市本町4-19-26

36 東村山市 公設 東村山市立児童館第1化成分室 189-0021 東村山市諏訪町1-4-1



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

36 東村山市 公設 東村山市立児童館第2化成分室 189-0021 東村山市諏訪町1-4-31

36 東村山市 公設 東村山市立児童館北山分室 189-0022 東村山市野口町3-45-1

36 東村山市 公設 東村山市立北山児童館育成室 189-0022 東村山市野口町3-26-2

36 東村山市 公設 東村山市立児童館南台分室 189-0024 東村山市富士見町1-16-1

36 東村山市 公設 東村山市立富士見児童館育成室 189-0024 東村山市富士見町5-4-51

36 東村山市 公設 東村山市立児童館富士見分室 189-0024 東村山市富士見町5-4-56

36 東村山市 公設 東村山市立児童館第1回田分室 189-0025 東村山市廻田町3-12-6

36 東村山市 公設 東村山市立児童館第2回田分室 189-0025 東村山市廻田町3-28-1

36 東村山市 公設 東村山市立児童館第3回田分室 189-0025 東村山市廻田町3-28-1

37 国分寺市 民設 キッズクラブ戸倉 185-0003 国分寺市戸倉４－７－４５

37 国分寺市 公設 戸倉学童保育所 185-0003 国分寺市戸倉３－５

37 国分寺市 公設 第一新町学童保育所 185-0004 国分寺市新町１－７－２

37 国分寺市 公設 第二新町学童保育所 185-0004 国分寺市新町１－７－２

37 国分寺市 公設 第二本多学童保育所 185-0011 国分寺市本多１－２－１

37 国分寺市 公設 第三本多学童保育所 185-0011 国分寺市本多１－２－１

37 国分寺市 公設 第一本多学童保育所 185-0011 国分寺市本多１－７－１

37 国分寺市 民設 国分寺駅北口和みっこクラブ 185-0012 国分寺市本町３－７－２９　タタミノイエ１階

37 国分寺市 公設 西恋ケ窪学童保育所 185-0013 国分寺市西恋ケ窪４－12－６

37 国分寺市 民設 学童保育所かがやき 185-0014 国分寺市東恋ヶ窪２－１７－２

37 国分寺市 公設 第二東恋ヶ窪学童保育所 185-0014 国分寺市東恋ケ窪２－１３

37 国分寺市 民設 ウイズダムアカデミー国分寺校 185-0014
国分寺市東恋ヶ窪１－２８０－４
ザ・パークハウス国分寺四季の森Ｆ棟

37 国分寺市 公設 第一東恋ヶ窪学童保育所 185-0014 国分寺市東恋ケ窪２－１３

37 国分寺市 公設 第二東元町学童保育所 185-0022 国分寺市東元町２－１－１０

37 国分寺市 民設 学童保育じゃんぷ東元町クラブ 185-0022 国分寺市東元町２－１１－２０　メゾンコスモス101

37 国分寺市 公設 第一東元町学童保育所 185-0022 国分寺市東元町２－１－１０

37 国分寺市 民設 colors西元町学童保育所 185-0023 国分寺市西元町２－１３－１７　ヴィレッジ国分寺１階
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37 国分寺市 公設 第三泉町学童保育所 185-0024 国分寺市泉町２－１３－１９

37 国分寺市 公設 第二泉町学童保育所 185-0024 国分寺市泉町３－２９－１４

37 国分寺市 民設 キッズクラブ泉町第２ 185-0024 国分寺市泉町３－３３－２　西晴ビル１-北号室

37 国分寺市 民設 キッズクラブ泉町 185-0024 国分寺市泉町２－９－３　ハートフル西晴１F

37 国分寺市 公設 第一泉町学童保育所 185-0024 国分寺市泉町３－２９－１４

37 国分寺市 民設 ふじSUNクラブ 185-0031 国分寺市富士本３－１－１５

37 国分寺市 公設 第一日吉町学童保育所 185-0032 国分寺市日吉町１－３０－１

37 国分寺市 公設 第二光町学童保育所 185-0034 国分寺市光町３－１－１

37 国分寺市 公設 第一光町学童保育所 185-0034 国分寺市光町３－１３－１９

37 国分寺市 公設 西町学童保育所 185-0035 国分寺市西町５－１８－５

37 国分寺市 公設 第三光町学童保育所 185-0034 国分寺市光町３-１-１

37 国分寺市 公設 第四光町学童保育所 185-0034 国分寺市光町３-１-１

37 国分寺市 公設 第二日吉町学童保育所 185-0032 国分寺市日吉町１-30-１

37 国分寺市 公設 第三日吉町学童保育所 185-0032 国分寺市日吉町１-30-１

37 国分寺市 民設 学童保育じゃんぷ東戸倉クラブ 185-0002 東戸倉２-10-20　ヒルズガーデン恋ヶ窪　Ａ

37 国分寺市 民設 キッズクラブ・東元町 185-0022 東元町２-13-14　ドミセフィール２　１階

38 国立市 公設 北第１学童保育所 186-0001 国立市北２－２９

38 国立市 公設 北第２学童保育所 186-0001 国立市北２－２９

38 国立市 公設 北第３学童保育所 186-0001 国立市北２－２９

38 国立市 公設 東第２学童保育所 186-0002 国立市東４－２８

38 国立市 公設 東第３学童保育所 186-0002 国立市東４－２８

38 国立市 公設 東第１学童保育所 186-0002 国立市東４－２８

38 国立市 公設 南第２学童保育所 186-0003 国立市富士見台１－４７－２５

38 国立市 公設 南第３学童保育所 186-0003 国立市富士見台１－４７－２５

38 国立市 公設 中央第２学童保育所 186-0003 国立市富士見台２－３８－５

38 国立市 公設 中央第３学童保育所 186-0003 国立市富士見台２－４７－２
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38 国立市 公設 南第１学童保育所 186-0003 国立市富士見台１－４７－２５

38 国立市 公設 中央第１学童保育所 186-0003 国立市富士見台２－３８－５

38 国立市 公設 西第４学童保育所 186-0004 国立市中１－３－１

38 国立市 公設 西第２学童保育所 186-0005 国立市西１－１２－２６

38 国立市 公設 西第３学童保育所 186-0005 国立市西２－１３

38 国立市 公設 西第１学童保育所 186-0005 国立市西１－１２－２６

38 国立市 公設 矢川第３学童保育所 186-0011 国立市谷保６６００

38 国立市 公設 矢川第１学童保育所 186-0011 国立市谷保６６００

38 国立市 公設 矢川第２学童保育所 186-0011 国立市谷保６６００

38 国立市 公設 本町第１学童保育所 186-0011 国立市谷保６０１７

38 国立市 公設 本町第２学童保育所 186-0011 国立市谷保６０１７

38 国立市 公設 本町第３学童保育所 186-0011 国立市谷保６０１７

39 福生市 公設 臨時第２たんぽぽクラブ 197-0003 福生市熊川６２３

39 福生市 公設 熊川クラブ 197-0003 福生市熊川１１４３－１

39 福生市 公設 わかたけクラブ 197-0003 福生市熊川１９９－１

39 福生市 公設 たんぽぽクラブ 197-0003 福生市熊川５５９－１

39 福生市 公設 田園クラブ 197-0004 福生市南田園３－６－１

39 福生市 公設 臨時第２田園クラブ 197-0005 福生市北田園１－１－１

39 福生市 公設 わかぎりクラブ 197-0011 福生市福生１２８０－１

39 福生市 公設 亀の子クラブ 197-0012 福生市加美平１－２０－６

39 福生市 公設 臨時第２亀の子クラブ 197-0012 福生市加美平１－９－１

39 福生市 公設 第２武蔵野台クラブ 197-0013 福生市武蔵野台１－１２－２

39 福生市 公設 武蔵野台クラブ 197-0013 福生市武蔵野台１－１２－２

39 福生市 公設 臨時さくらクラブ 197-0024 福生市牛浜１６２

40 狛江市 公設 西野川こどもクラブ 201-0001 狛江市西野川２-４-15

40 狛江市 公設 第五小学校放課後クラブ 201-0002 狛江市東野川１-３６-１３
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40 狛江市 公設 東野川学童保育所 201-0002 狛江市東野川１－６－３

40 狛江市 公設 第一小学校放課後クラブ 201-0003 狛江市和泉本町１－３７－１

40 狛江市 公設 こまっこ小学生クラブ 201-0003 狛江市和泉本町３－３１－１９

40 狛江市 公設 上和泉学童保育所 201-0003 狛江市和泉本町４－７－51

40 狛江市 公設 松原学童保育所 201-0003 狛江市和泉本町１－１４－３

40 狛江市 公設 緑野小学校放課後クラブ 201-0003 狛江市和泉本町４－３－１

40 狛江市 公設 岩戸小学生クラブ 201-0005 狛江市岩戸南３－１５－１

40 狛江市 公設 和泉小学校放課後クラブ 201-0012 狛江市中和泉３－３３－１

40 狛江市 公設 和泉小学生クラブ 201-0012 狛江市中和泉３－１２－６

40 狛江市 公設 駄倉小学生クラブ 201-0014 狛江市東和泉１－３－１７

40 狛江市 公設 第三小学校放課後クラブ 201-0015 狛江市猪方１－１１－１

40 狛江市 公設 猪方学童保育所 201-0015 狛江市猪方１－１１－２

40 狛江市 公設 駒井学童保育所 201-0016 狛江市駒井町１－２１－６

40 狛江市 公設 第六小学校放課後クラブ 201-0016
狛江市駒井町1-21-1
狛江第六小学校内

40 狛江市 公設 寺前小学生クラブ 201-0013 狛江市元和泉1-23-3

41 東大和市 公設 東大和市立学童保育所第四クラブ 207-0003 東大和市狭山５丁目１０５４番地の１

41 東大和市 公設 東大和市立学童保育所第三クラブ 207-0011 東大和市清原４丁目１３１２番地の２（第三小学校内）

41 東大和市 公設 東大和市立学童保育所第六クラブ 207-0011 東大和市清原２丁目１番地　北１７号棟

41 東大和市 公設 東大和市立学童保育所第五クラブ 207-0013 東大和市向原３丁目１０番地　１６号棟

41 東大和市 公設 東大和市立学童保育所第二クラブ 207-0014 東大和市南街５丁目３２番地

41 東大和市 公設 東大和市立学童保育所第八クラブ 207-0021 東大和市立野３丁目１２４６番地の１

41 東大和市 民設 立野第一学童クラブ 207-0021 東大和市立野３丁目１２９３番地の１０

41 東大和市 民設 立野第二学童クラブ 207-0021 東大和市立野３丁目１２９３番地の１０

41 東大和市 公設 東大和市立学童保育所桜が丘クラブ 207-0022 東大和市桜が丘２丁目２２２番地の１１

41 東大和市 公設 東大和市立学童保育所第十クラブ 207-0023 東大和市上北台２丁目８６５番地の９

41 東大和市 公設 東大和市立学童保育所第一クラブ 207-0031 東大和市奈良橋４丁目６００番地
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41 東大和市 公設 東大和市立学童保育所第九クラブ 207-0032 東大和市蔵敷２丁目５４６番地

41 東大和市 公設 東大和市立学童保育所第七クラブ 207-0033 東大和市芋窪５丁目１１８３番地の１

42 清瀬市 公設 清瀬市立清明小第２学童クラブ 204-0002 清瀬市旭が丘２－８－１

42 清瀬市 公設 清瀬市立清明小第１学童クラブ 204-0002 清瀬市旭が丘２－８－１

42 清瀬市 公設 清瀬市立十小学童クラブ 204-0003 清瀬市中清戸１－４５４－１４

42 清瀬市 公設 清瀬市立八小第２学童クラブ 204-0003 清瀬市中清戸４－１０７０

42 清瀬市 公設 清瀬市立八小第１学童クラブ 204-0003 清瀬市中清戸４－１０７０

42 清瀬市 公設 清瀬市立四小学童クラブ 204-0003 清瀬市中里２－１４７１

42 清瀬市 公設 清瀬市立清瀬小第1学童クラブ 204-0003 清瀬市中里５－７４１

42 清瀬市 公設 清瀬市立清瀬小第2学童クラブ 204-0003 清瀬市中里５－７４１

42 清瀬市 公設 清瀬市立中清戸第２学童クラブ 204-0012 清瀬市中清戸１－５５６－１

42 清瀬市 公設 清瀬市立中清戸第１学童クラブ 204-0012 清瀬市中清戸１－５５６－１

42 清瀬市 公設 清瀬市立芝山小第1学童クラブ 204-0021 清瀬市元町２－１６－８

42 清瀬市 公設 清瀬市立芝山小第2学童クラブ 204-0021 清瀬市元町２－１６－８

42 清瀬市 公設 清瀬市立竹丘第２学童クラブ 204-0023 清瀬市竹丘１－１５－１１

42 清瀬市 公設 清瀬市立竹丘第１学童クラブ 204-0023 清瀬市竹丘１－１５－１１

42 清瀬市 公設 清瀬市立三小第２学童クラブ 204-0023 清瀬市竹丘１－１５－４

42 清瀬市 公設 清瀬市立三小第１学童クラブ 204-0023 清瀬市竹丘１－１５－４

42 清瀬市 公設 清瀬市立梅園第２学童クラブ 204-0024 清瀬市梅園２－９－３８

42 清瀬市 公設 清瀬市立梅園第3学童クラブ 204-0024 清瀬市梅園２－９－３８

42 清瀬市 公設 清瀬市立梅園第１学童クラブ 204-0024 清瀬市梅園２－９－３８

43 東久留米市 公設 神宝学童保育所 203-0002 東久留米市神宝町１－６－７

43 東久留米市 公設 金山学童保育所 203-0003 東久留米市金山町１－１７－１

43 東久留米市 公設 新川第二学童保育所 203-0013 東久留米市新川町１－１４－６

43 東久留米市 公設 新川第一学童保育所 203-0013 東久留米市新川町１－１４－６

43 東久留米市 公設 南沢第二学童保育所 203-0023 東久留米市南沢４－６－１
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43 東久留米市 公設 南沢第一学童保育所 203-0023 東久留米市南沢４－６－１

43 東久留米市 公設 南町学童保育所 203-0031 東久留米市南町３－２－２３

43 東久留米市 公設 くぬぎ第二学童保育所 203-0033 東久留米市滝山３－２－３０

43 東久留米市 公設 滝山第二学童保育所 203-0033 東久留米市滝山７－２６－３０

43 東久留米市 公設 くぬぎ第一学童保育所 203-0033 東久留米市滝山３－２－３０

43 東久留米市 公設 滝山第一学童保育所 203-0033 東久留米市滝山７－２６－３０

43 東久留米市 公設 本村学童保育所 203-0041 東久留米市野火止３－４－５

43 東久留米市 公設 柳窪第二学童保育所 203-0044 東久留米市柳窪５－９－４３

43 東久留米市 公設 柳窪第一学童保育所 203-0044 東久留米市柳窪５－９－４３

43 東久留米市 公設 小山学童保育所 203-0051 東久留米市小山５－５－４

43 東久留米市 公設 中央第一学童保育所 203-0054 東久留米市中央町１－１７－１４

43 東久留米市 公設 中央第二学童保育所 203-0054 東久留米市中央町１－１７－１４

43 東久留米市 公設 前沢第一学童保育所 203-0054 東久留米市中央町６－８－１

43 東久留米市 公設 前沢第二学童保育所 203-0054 東久留米市中央町６－８－１

44 武蔵村山市 公設 中藤学童クラブ 208-0001 武蔵村山市中藤３－１６

44 武蔵村山市 公設 本町学童クラブ 208-0004 武蔵村山市本町１－１－１１

44 武蔵村山市 公設 雷塚学童クラブ 208-0011 武蔵村山市学園４－６－２

44 武蔵村山市 公設 さいかち学童クラブ 208-0012 武蔵村山市緑が丘１４６０

44 武蔵村山市 公設 西大南学童クラブ第一 208-0013 武蔵村山市大南２－７８－１

44 武蔵村山市 公設 西大南学童クラブ第二 208-0013 武蔵村山市大南２－７８－１

44 武蔵村山市 公設 大南学童クラブ 208-0013 武蔵村山市大南５－１－６９

44 武蔵村山市 公設 山王森学童クラブ 208-0021 武蔵村山市三ツ藤３－６－１０

44 武蔵村山市 公設 三ツ木学童クラブ 208-0032 武蔵村山市三ツ木２－１２－２

44 武蔵村山市 公設 学園学童クラブ 208-0034 武蔵村山市学園１－８５－１

44 武蔵村山市 公設 中原学童クラブ 208-0034 武蔵村山市残堀５－１００－１

44 武蔵村山市 公設 残堀・伊奈平学童クラブ第一 208-0034 武蔵村山市残堀１－６０－３



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

44 武蔵村山市 公設 残堀・伊奈平学童クラブ第二 208-0034 武蔵村山市残堀１－６０－３

45 多摩市 公設 第二小学童クラブ第一 206-0001 多摩市和田７５

45 多摩市 公設 第二小学童クラブ第二 206-0001 多摩市和田７５

45 多摩市 公設 東寺方小学童クラブ第一 206-0003 多摩市東寺方１００

45 多摩市 公設 東寺方小学童クラブ第二 206-0003 多摩市東寺方１００

45 多摩市 公設 第一小学童クラブ第三 206-0011 多摩市関戸３－１９－１

45 多摩市 公設 第一小学童クラブ第一 206-0011 多摩市関戸３－２－２３

45 多摩市 公設 第一小学童クラブ第二 206-0011 多摩市関戸３－２－２３

45 多摩市 公設 貝取学童クラブ 206-0012 多摩市貝取１－４４－１

45 多摩市 公設 貝取小学童クラブ 206-0012 多摩市貝取３－９

45 多摩市 公設 連光寺小学童クラブ 206-0021 多摩市連光寺３－６４－１

45 多摩市 公設 聖ケ丘学童クラブ 206-0022 多摩市聖ケ丘２－２１－１

45 多摩市 公設 北諏訪小学童クラブ第一 206-0024 多摩市諏訪１－６０－１

45 多摩市 公設 北諏訪小学童クラブ第二 206-0024 多摩市諏訪１－６０－１

45 多摩市 公設 諏訪学童クラブ 206-0024 多摩市諏訪２－８

45 多摩市 公設 諏訪南学童クラブ 206-0024 多摩市諏訪５－１

45 多摩市 公設 永山小学童クラブ 206-0025 多摩市永山２－８－１

45 多摩市 公設 永山学童クラブ 206-0025 多摩市永山３－６

45 多摩市 公設 永山第二学童クラブ 206-0025 多摩市永山５－１８

45 多摩市 公設 東落合小学童クラブ 206-0033 多摩市落合３－２４

45 多摩市 公設 落合第二学童クラブ 206-0033 多摩市落合４－１３

45 多摩市 公設 西落合小学童クラブ第一 206-0033 多摩市落合５－６

45 多摩市 公設 西落合小学童クラブ第三 206-0033 多摩市落合５－６

45 多摩市 公設 西落合小学童クラブ第二 206-0033 多摩市落合５－６

45 多摩市 公設 南鶴牧小学童クラブ第二 206-0034 多摩市鶴牧５－４３

45 多摩市 公設 南鶴牧小学童クラブ第一 206-0034 多摩市鶴牧５－４３



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

45 多摩市 公設 大松台小第一学童クラブ 206-0034 多摩市鶴牧６－４

45 多摩市 公設 大松台小第二学童クラブ 206-0034 多摩市鶴牧６－４

45 多摩市 公設 愛和小学童クラブ 206-0041 多摩市愛宕１－５４

45 多摩市 公設 愛宕南学童クラブ 206-0041 多摩市愛宕３－５

45 多摩市 公設 東寺方小学童クラブ第三 206-0003 多摩市東寺方１００

46 稲城市 公設 第六小学校学童クラブ 206-0801 稲城市大丸２１１０

46 稲城市 民設 本郷学童クラブ 206-0802 稲城市東長沼２１１５－２

46 稲城市 公設 第四文化センター学童クラブ 206-0802 稲城市東長沼２７１

46 稲城市 公設 第一小学校学童クラブ 206-0802 稲城市東長沼９５６

46 稲城市 公設 向陽台小学校学童クラブ 206-0803 稲城市向陽台３－２

46 稲城市 公設 城山小学校学童クラブ 206-0803 稲城市向陽台６－１７

46 稲城市 公設 第四小学校学童クラブ 206-0811 稲城市押立１２５０

46 稲城市 民設 学童クラブ 子どもの森 206-0812 稲城市矢野口１７６１

46 稲城市 公設 南山小学校学童クラブ 206-0812 稲城市矢野口３６３５

46 稲城市 民設 学童クラブ 矢野口こどもクラブ 206-0812 稲城市矢野口８５３-1ハイブリッジ１０１

46 稲城市 公設 第二文化センター学童クラブ 206-0812 稲城市矢野口１７８０

46 稲城市 公設 長峰小学校学童クラブ 206-0821 稲城市長峰２－８

46 稲城市 公設 第二小学校学童クラブ 206-0822 稲城市坂浜５９０

46 稲城市 公設 平尾小学校学童クラブ 206-0823 稲城市平尾３－１－３

46 稲城市 公設 若葉台小学校学童クラブ 206-0824 稲城市若葉台４－５

47 羽村市 公設 小作台第二学童クラブ 205-0001 羽村市小作台５－１７－４

47 羽村市 公設 小作台学童クラブ 205-0001 羽村市小作台５－２８－３

47 羽村市 公設 栄第二学童クラブ 205-0002 羽村市栄町１－１１－８

47 羽村市 公設 栄学童クラブ 205-0002 羽村市栄町１－１１－８

47 羽村市 公設 富士見第二学童クラブ 205-0003 羽村市緑ヶ丘２－１２－１２

47 羽村市 公設 富士見学童クラブ 205-0003 羽村市緑ケ丘２－１２－１２



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

47 羽村市 公設 松林学童クラブ 205-0013 羽村市富士見平２－１０－３

47 羽村市 公設 東学童クラブ 205-0014 羽村市羽東２－１３－２２

47 羽村市 公設 奈賀学童クラブ 205-0015 羽村市羽中３－６－１９

47 羽村市 公設 西学童クラブ 205-0017 羽村市羽西１－１６－１３

47 羽村市 公設 武蔵野第二学童クラブ 205-0023
羽村市神明台３－２９－３
都営神明台三丁目アパート７号棟１階

47 羽村市 公設 武蔵野学童クラブ 205-0023 羽村市神明台３－３０－２

48 あきる野市 公設 増戸第1学童クラブ 190-0142 あきる野市伊奈１１５７番地５

48 あきる野市 公設 増戸第2学童クラブ 190-0142 あきる野市伊奈１１５７番地５

48 あきる野市 公設 五日市第1学童クラブ 190-0164 あきる野市五日市３１５番地

48 あきる野市 公設 五日市第2学童クラブ 190-0164 あきる野市五日市４１４番地５

48 あきる野市 公設 草花第2学童クラブ 197-0802 あきる野市草花３１３０番地

48 あきる野市 公設 多西第１学童クラブ 197-0802 あきる野市草花２５７２番地

48 あきる野市 公設 多西第2学童クラブ 197-0802 あきる野市草花２５７２番地

48 あきる野市 公設 草花第1学童クラブ 197-0802 あきる野市草花３１３０番地

48 あきる野市 公設 秋留台学童クラブ 197-0814 あきる野市二宮３５０番地

48 あきる野市 公設 屋城学童クラブ 197-0815 あきる野市二宮東一丁目１３番地１

48 あきる野市 公設 若竹学童クラブ 197-0823 あきる野市野辺１１２３番地

48 あきる野市 公設 前田学童クラブ 197-0823 あきる野市野辺１２６番地４

48 あきる野市 公設 南秋留第1学童クラブ 197-0825 あきる野市雨間８０１番地２

48 あきる野市 公設 南秋留第2学童クラブ 197-0825 あきる野市雨間８０１番地２

48 あきる野市 公設 若葉学童クラブ 197-0832 あきる野市上代継３０３番地５

48 あきる野市 公設 一の谷学童クラブ 197-0834 あきる野市引田９２８番地

49 西東京市 公立 谷戸第二学童クラブ 188-0001 西東京市谷戸町１丁目１７番２７号

49 西東京市 公立 谷戸学童クラブ 188-0001 西東京市谷戸町１丁目２２番１０号

49 西東京市 公立 みどり学童クラブ 188-0002 西東京市緑町３丁目８番３号

49 西東京市 公立 北原学童クラブ 188-0003 西東京市北原町１丁目１６番２号



行政 区市町村 設置 施設名 郵便番号 所在地

49 西東京市 公立 けやき第二学童クラブ 188-0004 西東京市西原町４丁目５番９６号

49 西東京市 公立 田無第二学童クラブ 188-0011 西東京市田無町４丁目５番２１号

49 西東京市 公立 田無第三学童クラブ 188-0011 西東京市田無町４丁目５番２１号

49 西東京市 公立 田無学童クラブ 188-0011 西東京市田無町４丁目１４番２号

49 西東京市 公立 向台第三学童クラブ 188-0013 西東京市向台町２丁目１番１号

49 西東京市 公立 上向台第二学童クラブ 188-0013 西東京市向台町６丁目１８番２３号

49 西東京市 公立 向台第二学童クラブ 188-0013 西東京市向台町３丁目１番４５号

49 西東京市 公立 上向台学童クラブ 188-0013 西東京市向台町６丁目７番２８号

49 西東京市 公立 田無柳沢学童クラブ 188-0013 西東京市向台町１丁目７番２５号

49 西東京市 公立 向台学童クラブ 188-0013 西東京市向台町３丁目１番４５号

49 西東京市 公立 芝久保第二学童クラブ 188-0014 西東京市芝久保町３丁目７番１号

49 西東京市 公立 けやき学童クラブ 188-0014 西東京市芝久保５丁目７番１号

49 西東京市 公立 芝久保学童クラブ 188-0014 西東京市芝久保町１丁目１６番１８号

49 西東京市 公立 北芝久保学童クラブ 188-0014 西東京市芝久保町３丁目１５番１０号

49 西東京市 公立 中原学童クラブ 202-0001 西東京市ひばりが丘２丁目６番２５号

49 西東京市 公立 ひばりが丘第一学童クラブ 202-0001 西東京市ひばりが丘３丁目１番２５号

49 西東京市 公立 ひばりが丘第二学童クラブ 202-0001 西東京市ひばりが丘３丁目１番２５号

49 西東京市 公立 ひばりが丘北第二学童クラブ 202-0002 西東京市ひばりが丘北１丁目６番８号

49 西東京市 公立 ひばりが丘北学童クラブ 202-0002 西東京市ひばりが丘北１丁目６番８号

49 西東京市 公立 保谷第一学童クラブ 202-0004 西東京市下保谷１丁目４番４号

49 西東京市 公立 下保谷学童クラブ 202-0004 西東京市下保谷４丁目３番２０号

49 西東京市 公立 住吉学童クラブ 202-0005 西東京市住吉町５丁目２番１号

49 西東京市 公立 東学童クラブ 202-0012 西東京市東町６丁目２番３３号

49 西東京市 公立 中町第二学童クラブ 202-0013 西東京市中町４丁目４番１号

49 西東京市 公立 中町学童クラブ 202-0013 西東京市中町４丁目４番１号

49 西東京市 公立 本町第二学童クラブ 202-0015 西東京市保谷町１丁目１４番２３号
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49 西東京市 公立 本町学童クラブ 202-0015 西東京市保谷町１丁目３番３５号

49 西東京市 公立 東伏見学童クラブ 202-0021 西東京市東伏見６丁目１番１７号

49 西東京市 公立 東伏見第二学童クラブ 202-0021 西東京市東伏見６丁目１番１７号

49 西東京市 公立 保谷柳沢学童クラブ 202-0022 西東京市柳沢２丁目６番１１号

49 西東京市 公立 保谷柳沢第二学童クラブ 202-0022 西東京市柳沢４丁目２番１１号

49 西東京市 公立 新町学童クラブ 202-0023 西東京市新町５丁目２番７号

50 瑞穂町 公設 瑞穂第三小学童保育クラブ 190-1201 西多摩郡瑞穂町大字二本木６７６－１

50 瑞穂町 公設 あすなろ学童保育クラブ 190-1211 西多摩郡瑞穂町大字石畑１８３７

50 瑞穂町 公設 瑞穂第四小学童保育クラブ 190-1214 西多摩郡瑞穂町むさし野１－５

50 瑞穂町 公設 あすなろ学童保育クラブ分室 190-1221 西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎２２８７

50 瑞穂町 公設 瑞穂西松原学童保育クラブ 190-1223 西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎西松原２５－６

50 瑞穂町 公設 瑞穂第二小学童保育クラブ 190-1232 西多摩郡瑞穂町長岡１－３８－１

51 日の出町 公設 大久野学童クラブ 190-0181 西多摩郡日の出町大字大久野１１６７－６

51 日の出町 公設 本宿第２学童クラブ 190-0182 西多摩郡日の出町大字平井１８５５

51 日の出町 公設 志茂町第１学童クラブ 190-0182 西多摩郡日の出町大字平井１２１８

51 日の出町 公設 志茂町第２学童クラブ 190-0182 西多摩郡日の出町大字平井１２５４番地１

51 日の出町 公設 本宿第１学童クラブ 190-0182 西多摩郡日の出町大字平井１７２９－２

53 奥多摩町 公設 古里学童保育会 198-0105 西多摩郡奥多摩町小丹波７５番地

53 奥多摩町 公設 氷川学童保育会 198-0212 西多摩郡奥多摩町氷川２７８番地

54 大島町 民設 光の子学童クラブ 100-0101 大島町元町字地の岡６５－１０

54 大島町 民設 さくら学童クラブ 100-0212 大島町波浮港１７

55 利島村 公設 利島村放課後児童クラブ １００‐０３０１ 東京都利島村２４８

57 神津島村 公設 神津島村放課後学童クラブ 100-0601 神津島村807番地　神津小学校内

58 三宅村 公設 三宅村学童クラブ 100-1102 三宅島三宅村伊豆468

60 八丈町 公設 大小とびっこクラブ 100-1401 八丈島八丈町大賀郷15

60 八丈町 公設 三小とびっこクラブ 100-1511 八丈島八丈町三根341
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60 八丈町 公設 三原小とびっこクラブ 100-1623 八丈島八丈町中之郷2474


