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千葉学習センター近隣の託児施設 
※ 詳細は各施設にお問い合わせください。 

 

 

千葉市保育ルーム認定保育施設 

施設名連絡先 定員 保育時間 一時預かり 休日保育 

きっずかりん 

千葉市花見川区千種町 112-1 

043-286-7755 

10人 
8時 00分～ 

18時 00分 
○ ○ 

幕張おおぞら保育園 

千葉市花見川区幕張町 6-291-2 

ニューウィング幕張 2F 

043-275-7827 

28人 
7時 00分～ 

19時 00分 
○ × 

ちびっこランド稲毛愛教園 

千葉市稲毛区稲毛東 5-1-4 

斉藤ビル 1F 

043-204-2366 

17人 
7時 30分～ 

19時 00分 
○ × 

ぴょこたんランド 

千葉市稲毛区轟町 4-6-23 

グランドメゾンとどろき 201 

043-216-3957 

35人 24時間 ○ ○ 

 

 

 

千葉市認可外保育施設 

施設名連絡先 定員 保育時間 一時預かり 休日保育 

キャンディ検見川園 

千葉市花見川区検見川町 3-326-3 

043-310-3577 

10人 
7時 30分～ 

18時 00分 
○ × 

近所のおばさんちKids House幕張 

千葉市花見川区幕張町 5-417-7 

043-312-6696 

5人 
9時 00分～ 

17時 00分 
○ ○ 

リトルガーデン幕張本郷 

千葉市花見川区幕張本郷 3-2-9 

043-216-2220 

70人 
7時 30分～ 

19時 00分 
○ × 

 

 



ベビーシッター一覧 千葉市に届け出をしているベビーシッターの一覧です。 

代表 マッチングサイト 事業所名 保育提供可能時間 対象年齢 

立野 キッズライン ー 24時間 0か月～15歳 

鈴木 なし スマイルパートナー 

8:00～19:00 

(時間外 19:00～翌 8:00) 
0か月～12歳 

小堺 
チャイルドフォレスト 

アイマム  
ー 

9:00～17:00 

(時間外 17:00～8:00)   
0か月～12歳 

吉村 なし らぶふぇありー 
10:00～19:00 

(時間外 19:00～23:00) 
3か月～5歳 

田中 キッズライン 
ー 

10:00～15:00 

(土日祝～18:00) 
2歳～15歳 

島  キッズライン  ー  
平日 9:00～15:00 

(土～17:00)  
2歳～12歳  

田中 キッズライン  ー  9:00～21:00 3歳～15歳 

小安 キッズライン ー 24時間 4歳～15歳 

長山 キッズライン ー 平日 9:00～20:00 3歳～15歳 

戸張 キッズライン ー 平日 10:00～13:45 1歳～15歳 

中里 キッズライン ー 
10:00～20:00 

(時間外 20:00～22:00) 
3歳～15歳 

佐知 キッズライン ー 平日 8:00～17:00 0歳～15歳 

平良 キッズライン ー 8:00～22:00 10か月～15歳 

仲 キッズライン ー 
平日 16:00～22:00 

 休日 9:00～22:00 
3.5歳～15歳 

原 キッズライン ー 11:00～22:00 1歳～12歳 

高橋 ここはぐ ー 13:00～23:00 0歳～6歳 

斉藤 なし キッズルームチャコ 24時間 0歳～10歳 

櫻井 キッズライン ー 
平日 10:00～16:00 

 休日 9:00～18:00 
4か月～15歳 

丸山 キズナシッター ー 7:00～23:00 0歳～12歳 

田中 ママココ ー 平日 10:00～19:00 1歳～12歳 

風間 キッズライン ー 平日 9:45～12:30 1歳～15歳 11か月 

浅利 キッズライン ー 24時間 2歳～15歳 

江崎 キッズライン ー 平日 9:00～19:00  3歳～15歳  
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https://kidsline.me/
https://kidsline.me/
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http://www.cyaco.co.jp/sitter.html
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https://kidsline.me/
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千葉市一時預かり（不定期）事業実施施設 

 

（千葉市民、市原市民、四街道市民に限る） 

○ 花見川第三保育所  

千葉市花見川区花見川 4-2              043(258)9578 

https://www.city.chiba.jp/shisetsu/hoiku/0023.html 

○ 真砂第一保育所  

千葉市美浜区真砂 2-22-13              043 (277)7268 

https://www.city.chiba.jp/shisetsu/hoiku/0051.html 

 

 

（千葉市民に限る） 

○ みらい保育園 

千葉市美浜区打瀬 3-11-3                043 (213)2727 

http://www.tenyuukai.jp/mirai_main.html 

○ 茶々まくはり保育園  

千葉市美浜区打瀬 2-18-2               043 (276)5753 

https://chacha.or.jp/hoikuen/茶々まくはり保育園 

○ 幕張海浜保育園  

千葉市美浜区幕張西 2-7-2                043 (273)2266 

http://www.ainosono.or.jp/makuhari/ 

 

（通常保育に空きがあり、千葉市民に限る） 

○ あい・あい保育園幕張園 

千葉市花見川区幕張町 5-187-1 

幕張センタービル 1F            043 (296)7098 

http://aiai.globalbridge.biz/facilities/detail/makuhari.shtml 

 

 

  

https://www.city.chiba.jp/shisetsu/hoiku/0023.html
https://www.city.chiba.jp/shisetsu/hoiku/0051.html
http://www.tenyuukai.jp/mirai_main.html
https://chacha.or.jp/hoikuen/%E8%8C%B6%E3%80%85%E3%81%BE%E3%81%8F%E3%81%AF%E3%82%8A%E4%BF%9D%E8%82%B2%E5%9C%92
http://www.ainosono.or.jp/makuhari/
http://aiai.globalbridge.biz/facilities/detail/makuhari.shtml


 その他の民間保育園(原則として一時預かりは行っていない) 

イオンゆめみらい保育園 

千葉市美浜区豊砂 1-1イオンモール幕張新都心 

043 (306)6110 
http://makuharishintoshin-aeonmall.com/special/lists/nurseryschool 

 

リトルガーデン WBG 

千葉市美浜区中瀬 2-6-1 WBGマリブウエスト 2F 

043 (351)1630 

http://www.littlegarden-inter.com/ja/wbg/ 

 

近所のおばさんち Kids House幕張 

千葉市花見川区幕張町５丁目４１７−７ 

043-312-6696 

http://kinjoba.com/contact 

 

幕張海浜こども園 

千葉市美浜区幕張西２丁目７−２ 

043-273-2266 

http://www.ainosono.or.jp/makuhari/ 

 

アスク海浜幕張保育園 

千葉市美浜区中瀬 1-3 幕張ﾃｸﾉｶﾞｰﾃﾞﾝ東中央館 CD棟 1F 

043-296-3200  

https://recruit.nihonhoiku.co.jp/jobfind-pc/area/All 

 

あい・あい保育園 幕張園(分園) 

千葉市花見川区幕張町５丁目１８７−１ 幕張センタービル 1階 

043-296-7098 

https://aiai.globalbridge.biz/facility/makuhari/ 

 

スクルド・エンジェルナーサリー 

千葉市花見川区幕張本郷３丁目５ 

043-216-5032 

https://skuld-angel.com/ 

 

幕張おおぞら保育園 

千葉市花見川区幕張町６丁目２９１−２ 

043-275-7827 

https://makusora.amebaownd.com/ 

 

千葉市立 幕張第三保育所 

千葉市花見川区幕張町３丁目７７３０−５ 

043-272-5490 

https://www.city.chiba.jp/shisetsu/akachan/0068.html 

http://makuharishintoshin-aeonmall.com/special/lists/nurseryschool
http://www.littlegarden-inter.com/ja/wbg/
http://kinjoba.com/contact
http://www.ainosono.or.jp/makuhari/
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https://aiai.globalbridge.biz/facility/makuhari/
https://skuld-angel.com/
https://makusora.amebaownd.com/
https://www.city.chiba.jp/shisetsu/akachan/0068.html


医療法人社団健尚会 千葉市認可保育園 幕張本郷ナーサリー 

千葉市花見川区幕張本郷２丁目２１−１ 

043-272-5666 

http://www.mh-n.jp/ 

 

マミー＆ミー幕張 

千葉市花見川区幕張町５丁目４１７−２２２ 

043-213-2373 

http://www.spinaldesign.co.jp/mammyandme/facility/index.html 

 

千葉市立 幕張第一保育所 

千葉市花見川区幕張町５丁目４１７−２６０ 

043-273-8763 

 

幕張第二保育所 

千葉市花見川区幕張町４丁目６３６ 

043-273-7118 

 

社会福祉法人愛の園福祉会 第２幕張海浜保育園 

千葉市美浜区ひび野２丁目１１０ 

043-216-2255 

http://www.ainosono.or.jp/makuhari2/ 

 

京進のほいくえんＨＯＰＰＡ 幕張本郷駅前 

千葉市花見川区幕張本郷２丁目３−１５ ニューエイト本郷第 7１階 

043-304-5737 

https://hoppa.jp/makuharihongo/ 

 

京進のほいくえん HOPPA 幕張町 5丁目 

千葉市花見川区幕張町５丁目392−５ 

043-216-3028 

http://hoppa.jp/ 

 

ほのぼのたんぽぽ保育園 

千葉市花見川区幕張本郷１丁目２０−９ 

043-271-4152 

http://honobonotanpopo.jp/ 

 

（財）みどり学園 

千葉市花見川区幕張町２丁目９７２ 

043-272-3610 

 

 

 

http://www.mh-n.jp/
http://www.spinaldesign.co.jp/mammyandme/facility/index.html
http://www.ainosono.or.jp/makuhari2/
https://hoppa.jp/makuharihongo/
http://hoppa.jp/
http://honobonotanpopo.jp/


星のおうち幕張 

千葉市花見川区幕張町４丁目５８６−１ 萩原ビル１階 

043-306-5122 

http://www.jbs-nursery.co.jp/ 

 

かえで保育園幕張本郷 

千葉市花見川区幕張本郷１丁目７−１１ 

043-306-9367 

https://www.kaede-kp.com/ 

 

幕張本郷すきっぷ保育園 

千葉市花見川区花見川区幕張本郷６丁目２７−１０ 

043-215-8871 

http://www.skip-hoikuen.com/makuharihongou/index.html 

http://www.jbs-nursery.co.jp/
https://www.kaede-kp.com/
http://www.skip-hoikuen.com/makuharihongou/index.html

