
  

 
 

2 0 １ 7 年 3 月 7 日 

東日本旅客鉄道株式会社 

 
 
 

ＪＲ東日本グループの子育て支援の推進について 
 

 

ＪＲ東日本グループでは、子育て支援を通じた沿線活性化事業として「HAPPY CHILD PROJECT」を

推進しています。 

○ 駅型保育園などの開設に取り組んできた結果、２０１７年４月１日に子育て支援施設は目標であ

った１００箇所を達成します。 

○ 子育て支援施設１００箇所達成を記念し、沿線の皆さまへ向けた謝恩イベントを開催します。 

○ 今後は、従来の取り組みをさらに一歩進めた新たな子育て支援メニューにも挑戦し、２０２０年４

月までに子育て支援施設を１３０箇所まで拡大することをめざし、地域社会のよりよい未来に貢献

してまいります。 

 

 

１．子育て支援施設開設の取り組み  
 

ＪＲ東日本グループでは、１９９６年に第１号の

子育て支援施設となる駅型保育園を国分寺駅に

開設して以降、２０年間、子育て支援の積極的な

拡大を図ってまいりました。 

２０００年に横浜保育室、２００１年に東京都認

証保育園の第１号を開設、２００４年からは埼京

線を「子育て応援路線」として重点的に開設して

き ま し た 。 ２ ０ １ １ 年 に は 、 「 HAPPY  CHILD 

PROJECT」がスタートしました。 

この度、２０１７年４月１日に認可保育園５園が

開設され、子育て支援施設は１０１箇所となり、

目標の１００箇所を達成します。私共の取り組み

は、１都７県２３線区にまで広がり、今までに延

べ約３万人の皆さまにご利用いただくまでにな

りました。 【別紙１（子育て支援施設一覧）】 
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２．１００箇所達成記念謝恩イベント 

子育て支援施設１００箇所達成を記念し、沿線の皆さまへ向けた様々な謝恩イベントを予定しています。 

 

◆ １００箇所達成記念 「HAPPY CHILD ＴＲＡＩＮ」 の運行 

◇ 実施時期： ２０１７年５月（予定） 

◇ 運行線区： 中央線、埼京線 （予定） 

◇ 内 容： 車内に子育て支援施設ご利用者の作品

などを掲出 

（掲出イメージ） ・子育て支援施設に通うお子さまの絵画 

・駅型保育園でのエピソードの紹介 

・卒園生からの応援メッセージ 

このほか、２０１７年秋頃に鉄道博物館（さいたま市）にて、多世代のつながりをテーマにしたフェスティバル

の開催や、会社発足３０周年記念と連動した沿線子育て応援企画「こども列車出発！」の運行を予定していま

す。各謝恩イベントは、詳細が決まり次第お知らせします。 

 

 

３．２０２０年に向けた取り組み 
２０２０年４月までに１３０箇所の子育て支援施設の開設をめざし、駅型保育園や駅型学童などの施設開設

に取り組むほか、子育て世代の様々なニーズに対応した新しい子育て支援メニューに取り組んでまいります。 

 

（１）  子育て支援を軸とした複合開発への挑戦  【別紙２（施設計画概要）】 

子育て支援や多世代交流をコンセプトとした複合開発に取り組みます。 

① 「安心して子育てができる住まいづくり」 

住宅と保育施設が一体化された「子育て支援住宅」が三鷹駅近くに誕生

します。子育て支援住宅はＪＲ東日本グループ初となります。 

◇ 開 業 日： ２０１８年春 

◇ 場 所： 三鷹駅南口徒歩３分（旧現業詰所跡地） 

◇ 特 長： 一般保育のほか、病気や心身に障害のあるお子さまの保

育機能を有する保育施設が併設された東京都認定「子育て

支援住宅」（ファミリータイプ賃貸住宅）を計画しています。 

 

② 「多世代が交流できるまちづくり」 

横須賀線・新川崎駅近くの北加瀬エリアにおいて、

にぎわいの拠点となる広場やその周囲に子育て支

援施設・高齢者福祉施設などを配置した新しいまち

づくりに、２０１７年２月１３日、着手しました。２０１８

年春の開業を予定しています。 

⼦育て⽀援住宅イメージ

多世代交流のまちづくりイメージ 

「HAPPY CHILD TRAIN」イメージ



  

（２） 「改札通過通知サービス」の実施 

お子さまが対象駅の改札機を通過すると、保護者の方に改

札通過駅・時刻が、お持ちの携帯端末に通知されるサービス

を新たに実施します。 

◇ 実 施 時 期： ２０１７年秋、山手線・中央線（東京～高尾）

でサービスを開始し、２０１８年春までに順

次エリアを拡大 

◇ 展開エリア： 首都圏エリア約２５０駅 

（概ね電車特定区間） 

◇ 共同事業者： セントラル警備保障株式会社 

（システム開発： JR 東日本メカトロニクス株式会社） 

 

 

（３） 「山手線キャラクタートレインネット」の提供 

お子さま連れのお客さまが電車内で楽しんでいただける

コンテンツをＪＲ東日本アプリ・山手線トレインネットで配信し

ます。山手線にご乗車になった際にお楽しみいただけます。 

◇ 配 信 日： ２０１７年３月８日より期間限定で配信 

◇ 配信場所： 山手線車内 

◇ 内 容： 「シンカリオン」・「とれたんず」モードでは

アイコンが各キャラクターに切り替わり、

列車走行位置に応じてアニメーションが変

化するなどお楽しみ機能が満載。 

 

 

（４） 子育て支援情報の発信 

JR 東日本グループの子育て支援事業「HAPPY CHILD 

PROJECT」の WEB ページで、下記の子育て支援情報を 

新たに発信します。 （URL：http://www.jreast.co.jp/kosodate/） 

◇ 配 信 日： ２０１７年３月２１日より配信開始（予定） 

◇ 内 容： お子さま向けイベント情報 

家族で日帰りおでかけプラン 

鉄道キャラ飯レシピ集 

とれたんず・シンカリオンの動画 など 

 

 

 
 

「⼭⼿線キャラクタートレインネット」画⾯イメージ

「改札通過通知サービス」イメージ

WEB ページイメージ 

◆◆駅 

●●ちゃんが、

8:27 に

◆◆駅を

通過しました

8:27

 From: ~ 
To: 保護者様 
 
●●ちゃんが、
8:27 に 
◆◆駅を通過
しました。 



【別紙１－1】

子育て支援施設一覧　（2017.4.1予定）

所在 番号 施設名 最寄駅 事業者 開園日 園の形態 定員

東京都 千代田区 1 ココファン・ナーサリー神田万世橋 秋葉原 株式会社　学研ココファン・ナーサリー 2013.4.1 東京都認証保育所 35名

(34) 港区 2 コンビプラザ品川保育園 品川 コンビウィズ株式会社 2004.3.1 東京都認証保育所 35名

渋谷区 3 ぽっぽランドしいの木 新宿 ピジョンハーツ株式会社に委託 2010.2.1 事業所内保育所
［JR東京総合病院内］

12名

4 キッズハーモニー・新宿 新宿 株式会社パソナフォスター 2013.4.1 事業所内保育所
［JR南新宿ビル内］

30名

5 キッズハーモニー・NEWoMan 新宿 株式会社　パソナフォスター 2016.4.1 認可保育所 39名

豊島区 6 大塚りとるぱんぷきんず 大塚 社会福祉法人　清香会 2013.9.1 認可保育所 60名

品川区 7 小学館アカデミーアトレ大井町保育園 大井町 株式会社　小学館集英社プロダクション 2011.4.1 東京都認証保育所 40名

大田区 8 大森駅前保育園 大森 社会福祉法人　島田福祉会 2002.4.1 認可保育所 46名

9 おおたみんなの家 西大井（馬込） 社会福祉法人　つばさ福祉会 2011.4.1 認可保育所 75名

10 メリーポピンズアトレ大森ルーム 大森 社会福祉法人　どろんこ会 2013.4.1 認可保育所 75名

中野区 11 エデュケアセンター・ひがしなかの 東中野 株式会社　パソナフォスター 2012.10.1 東京都認証保育所 40名

杉並区 12 杉並区保育室高円寺第二 高円寺 杉並区（運営：株式会社ピノーコーポレーション） 2015.6.1 杉並区保育室 40名

北区 13 キッズタウン東十条保育園 東十条 社会福祉法人　こうほうえん 2011.4.1 認可保育所 107名

14 ぽっぽランドたばた 田端 ピジョンハーツ株式会社に委託 2011.4.1 事業所内保育所
［JR東京支社ビル内］

13名

15 グローバルキッズコトニア赤羽園 赤羽 株式会社　グローバルキッズ 2015.4.1 認可保育所 90名

荒川区 16 南千住駅前保育所おひさま保育園 南千住 公益財団法人　鉄道弘済会 2011.4.1 認可保育所 48名

足立区 17 Jキッズルミネ北千住保育園 北千住 社会福祉法人　桑の実会 2001.8.1 東京都認証保育所 40名

葛飾区 18 にじいろ保育園西亀有 亀有 株式会社　サクセスアカデミー 2017.4.1 認可保育所 64名

江東区 19 グローバルキッズ亀戸園 亀戸 株式会社　グローバルキッズ 2015.4.1 認可保育所 121名

江戸川区 20 小岩駅前みつばち保育園 小岩 株式会社　みつばちカンパニー 2004.12.1 東京都認証保育所 40名

21 小岩駅前桜華保育園 小岩 株式会社　みつばちカンパニー 2010.12.1 東京都認証保育所 29名

武蔵野市 22 グローバルキッズコトニア吉祥寺園 西荻窪 株式会社　グローバルキッズ 2013.3.1 東京都認証保育所 39名

23 グローバルキッズ武蔵境園 武蔵境 株式会社　グローバルキッズ 2014.4.1 認可保育所 62名

小金井市 24 にじいろ保育園武蔵小金井 武蔵小金井 株式会社　サクセスアカデミー 2010.4.1 東京都認証保育所 24名

25 ココファン・ナーサリー東小金井 東小金井 株式会社　学研ココファン・ナーサリー 2014.4.1 東京都認証保育所 60名

国分寺市 26 国分寺Ｊキッズステーション 国分寺 社会福祉法人　桑の実会 1996.5.1 認可保育所 70名

国立市 27 きたひだまり保育園 国立 社会福祉法人　国立保育会 2016.4.1 認可保育所 60名

立川市 28 ポピンズナーサリースクール立川 立川 株式会社　ポピンズ 2007.11.1 東京都認証保育所 40名

八王子市 29 ココファン・ナーサリー八王子南館 八王子 株式会社　学研ココファン・ナーサリー 2010.12.1 東京都認証保育所 40名

30 学研キャンパス 八王子 株式会社　学研ココファン・ナーサリー 2010.12.1 学童保育（民間） 25名

31 みなみ野学童保育所第二クラブ 八王子みなみ野 八王子市（運営：テンプスタッフ・ウィッシュ㈱） 2011.4.1 学童保育（公設） 50名

32
「キドキド×ゆめきっず」

（親子の遊び場）
八王子 ㈱ボーネルンド（一部八王子市より委託） 2012.10.25 親子の遊び場 -

33 ココファン・ナーサリー八王子北館 八王子 株式会社　学研ココファン・ナーサリー 2013.4.1 認定こども園（地方裁量型） 58名

福生市 34 ちゃいれっく福生駅前保育園 福生 株式会社　プロケア 2005.2.1 認可保育所（小規模保育事業） 19名

神奈川県 川崎市 35 茶々いまい保育園 武蔵小杉 社会福祉法人　あすみ福祉会 2009.4.1 認可保育所 120名

(16) 36 にじいろ保育園登戸 登戸 株式会社　サクセスアカデミー 2010.7.1 認可保育所 60名

37 茶々なかまち保育園 武蔵小杉 社会福祉法人　あすみ福祉会 2012.4.1 認可保育所 70名

38 にじいろ保育園武蔵新城 武蔵新城 株式会社　サクセスアカデミー 2014.4.1 認可保育所 70名

39 にじいろ保育園武蔵中原 武蔵中原 株式会社　サクセスアカデミー 2017.4.1 認可保育所 60名

横浜市 40 Jキッズプラネット鶴見保育園 鶴見 社会福祉法人　桑の実会 2000.4.1 認可保育所 76名

41 ポピンズナーサリースクール小机 小机 株式会社　ポピンズ 2000.4.1 認可保育所 45名

42 ひびき保育園 大口 社会福祉法人　そだちの杜 2009.4.1 認可保育所 60名

43 Ｐ’sスマイル保育園 鶴見 社会福祉法人　どろんこ会 2013.4.1 認可保育所 54名

44 キディ石川町・横浜 石川町 社会福祉法人　伸こう福祉会 2013.4.1 認可保育所 60名

45 ベネッセ本郷台保育園 本郷台 株式会社　ベネッセスタイルケア 2013.4.1 認可保育所 60名

46 にじいろ保育園戸塚駅前 戸塚 株式会社　サクセスアカデミー 2016.4.1 認可保育所 60名

47 グローバルキッズ大口園 大口 株式会社　グローバルキッズ 2016.4.1 認可保育所 50名

相模原市 48 みんなのとっぽ保育園 橋本 社会福祉法人　菊清会 2009.4.1 認可保育所 80名

茅ヶ崎市 49 メリーポピンズラスカ茅ヶ崎ルーム 茅ケ崎 社会福祉法人　どろんこ会 2016.4.1 認可保育所 60名

平塚市 50 サン・キッズ平塚ステーション 平塚 社会福祉法人　惠伸会 2010.4.1 認可保育所 90名

※網掛け太字は２０１７年４月開園の子育て支援施設



【別紙１－2】

子育て支援施設一覧　（2017.4.1予定）

所在 番号 施設名 最寄駅 事業者 開園日 園の形態 定員

埼玉県 戸田市 51 戸田公園駅前さくら草保育園 戸田公園 社会福祉法人　さきたま会 2004.4.1 認可保育所 90名

(28) 52 戸田駅前保育所おひさま保育園 戸田 公益財団法人　鉄道弘済会 2004.4.1 認可保育所 60名

53 北戸田Ｊキッズステーション 北戸田 社会福祉法人　桑の実会 2008.4.1 認可保育所 90名

54 戸田駅前さくら草保育園 戸田 社会福祉法人　さきたま会 2009.4.1 認可保育所 120名

55 桑の実戸田公園保育園 戸田公園 社会福祉法人　桑の実会 2011.4.1 認可保育所 107名

56 とだ虹保育園 戸田公園 社会福祉法人　日の出福祉会 2011.9.1 認可保育所 100名

さいたま市 57 保育園ミルキーウェイ与野本町園 与野本町 有限会社　ミルキーウェイ 1999.2.1 さいたま市認定ナーサリールーム 75名

58 武蔵浦和Ｊキッズステーション 武蔵浦和 社会福祉法人　桑の実会 2004.4.1 認可保育所 69名

59 与野本町駅前保育所おひさま保育園 与野本町 公益財団法人　鉄道弘済会 2005.4.1 認可保育所 72名

60 にじいろ保育園 ﾆｭｰｼｬﾄﾙ加茂宮 社会福祉法人　三樹会 2005.4.1 認可保育所 90名

61 今羽保育園 ﾆｭｰｼｬﾄﾙ今羽 社会福祉法人　あゆみ会 2005.4.1 認可保育所 60名

62 ミルキーウェイインターナショナル新都心園 北与野 有限会社　ミルキーウェイ 2005.4.1 さいたま市認定ナーサリールーム 80名

63 武蔵浦和桑の実保育園 武蔵浦和 社会福祉法人　桑の実会 2006.4.1 認可保育所 45名

64 菁莪（せいが）保育園 中浦和 社会福祉法人　ひなどり保育園 2006.4.1 認可保育所 60名

65 茶々すずや保育園 南与野 社会福祉法人　あすみ福祉会 2008.4.1 認可保育所 90名

66 さくら保育園　西浦和ルーム 西浦和 株式会社　東立 2009.7.24 さいたま市認定ナーサリールーム 42名

67 スターチャイルド《みなみ保育園》 武蔵浦和 株式会社　みつば 2010.4.1 認可保育所 90名

68 そらいろ保育園 北与野 社会福祉法人　三樹会 2011.4.1 認可保育所 45名

69 ゆめの樹保育園 中浦和 社会福祉法人　三樹会 2012.4.2 認可保育所 108名

70 南よの虹保育園 南与野 社会福祉法人　日の出福祉会 2013.4.1 認可保育所 120名

71 にじの星保育園 宮原 社会福祉法人　三樹会 2014.4.1 認可保育所 60名

72 けやきホームズ学童クラブⅡ 武蔵浦和 社会福祉法人　弘優尽会 2014.10.1 学童保育（民間） 70名

73 コスモス保育園 中浦和 株式会社　リーベルステラ 2015.8.1 さいたま市認定ナーサリールーム 51名

74 ゆめの樹第二保育園 中浦和 社会福祉法人　三樹会 2016.4.1 認可保育所 60名

75 ココファン・ナーサリー浦和 浦和 株式会社　学研ココファン・ナーサリー 2016.4.1 認可保育所 50名

熊谷市 76 親子コミュニティカフェ「キズナ９３７」籠原 籠原 - 2011.3.20 親子コミュニティカフェ -

77 ことぶきイーサイト保育園 籠原 社会福祉法人　育慈会 2011.4.1 認可保育所 60名

久喜市 78 東鷲宮保育ステーションファミリア 東鷲宮 社会福祉法人　さきたま会 2005.6.1 送迎保育ステーション -

千葉県 市川市 79 明徳本八幡駅保育園 本八幡 学校法人　千葉明徳学園 2003.10.1 認可保育所 45名

(11) 80
本八幡ほっとステーション親子
（地域子育て支援センター）

本八幡 学校法人　千葉明徳学園 2009.6.1 地域子育て支援センター・ひろば -

81 市川大野ナーサリースクール 市川大野 社会福祉法人　高砂福祉会 2010.4.1 認可保育所 90名

82 市川どろんこ保育園 本八幡 社会福祉法人　どろんこ会 2014.4.1 認可保育所 120名

船橋市 83 グローバルキッズコトニア西船橋園 下総中山 株式会社　グローバルキッズ 2016.4.1 認可保育所 90名

84 船橋どろんこ保育園分園 船橋 社会福祉法人　どろんこ会 2017.4.1 認可保育所 30名

浦安市 85 たかし保育園新浦安 新浦安 社会福祉法人　茂原高師保育園 2012.4.1 認可保育所 60名

千葉市 86 明徳浜野駅保育園 浜野 学校法人　千葉明徳学園 2010.4.1 認可保育所 36名

87 みなと公園のぞみ保育園 千葉みなと テンプスタッフ・ウィッシュ株式会社 2012.4.1 認可保育所 90名

88 第２幕張海浜保育園 海浜幕張 社会福祉法人　愛の園福祉会 2013.4.1 認可保育所 30名

松戸市 89 北小金グレース保育園 北小金 社会福祉法人　にじの会 2014.4.1 認可保育所 90名

福島県 郡山市 90 ニチイキッズ郡山エスパル保育園 郡山 株式会社　ニチイ学館 2017.4.1 認可保育所（小規模保育事業） 19名

宮城県 仙台市 91 マザーズ・エスパル保育園 仙台 株式会社　マザーズえりあサービス 2002.10.1 せんだい保育室 52名

(8) 92 ぽっぽランドせんだい 仙台 ピジョンハーツ株式会社に委託 2010.10.1 事業所内保育所
［JR仙台病院付近］

30名

93 河原町すいせん保育所 長町（河原町） 社会福祉法人　幸生会 2011.4.1 認可保育所 90名

94 新田東すいせん保育所 小鶴新田 社会福祉法人　幸生会 2011.4.1 認可保育所 60名

95 太子堂すいせん保育所 太子堂 社会福祉法人　幸生会 2014.4.1 認可保育所 146名

96 メリーポピンズエスパル仙台ルーム 仙台 社会福祉法人　どろんこ会 2016.4.1 認可保育所 90名

97 エスパルキッズ保育園 仙台 株式会社日本福祉総合研究所に委託 2016.4.1 認可保育所（事業所内保育所）
［エスパル仙台１階内］

20名

大崎市 98 スケッチ保育園 古川 社会福祉法人　クレッシェンド 2017.4.1 認可保育所 75名

岩手県 盛岡市 99 二チイキッズ仙北町駅保育園 仙北町 株式会社　ニチイ学館 2013.4.1 認可保育所 60名

100 ニチイキッズみたけ保育園 IGR厨川 株式会社　ニチイ学館 2016.4.1 認可保育所 60名

新潟県 新潟市 101 新潟えきなか保育園 新潟 学校法人　新潟高度情報学園 2011.4.1 認可保育所 90名

※網掛け太字は２０１７年４月開園の子育て支援施設
　（内訳）　駅型保育園：89ヵ所（認可園：70ヵ所、準認可園：19ヵ所）　駅型学童：3ヵ所　事業所内保育所：5ヵ所　その他：4ヵ所　



  【別紙２】 

 

 

 

施設計画概要 

 

（１） 「安心して子育てができる住まいづくり」 

   ～住宅と保育施設が一体化された「子育て支援住宅」～ 

所在地 東京都三鷹市下連雀三丁目４５ 

中央線三鷹駅南口徒歩３分 

敷地面積 約７９３㎡ 

延床面積 約２，８２０㎡ 

建物規模 地下１階、地上９階建 

開業時期 ２０１８年春 

事業主体 株式会社ジェイアール東日本都市開発 

主要用途 賃貸住宅（４～９階）： ファミリータイプの賃貸住宅を予定しています。 

※東京都子育て支援住宅認定を受けています。 

子育て支援施設（２～３階）： 東京都認証保育所（定員５４名） 

病児保育室、重症心身障害児施設、一時保育室、親子広場 

店舗（１階）： 子育て関連商品を扱うコンビニエンスストアを計画しています。 

 

 

（２） 「多世代が交流できるまちづくり」 

   ～子育て支援施設や高齢者福祉施設などを整備したまちづくり～ 

所在地 神奈川県川崎市幸区北加瀬二丁目８０番１ 

横須賀線・湘南新宿ライン 新川崎駅徒歩１０分 

敷地面積 約１１，６８３㎡ 

延床面積 約１１，８００㎡ 

開業時期 ２０１８年春 

事業主体 株式会社ジェイアール東日本都市開発 

主要用途 賃貸住宅： ファミリータイプの賃貸住宅を予定しています。 

高齢者福祉施設： 地域との交流スペースを持つ老人ホームを予定しています。 

子育て支援施設： 保育園などの施設を計画しています。 

店舗： 多世代の方がご利用いただける利便性の高い業態を計画しています。 

広場： 周辺エリアの多世代の方々が集い、にぎわいの拠点となることを目指しています。

 


