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　JR東日本グループでは、「HAPPY CHILD PROJECT」を
推進し、安心して子育てができるまちづくりに取り組んでい
ます。首都圏を中心とした沿線に「駅型保育園」をはじめと
する子育て支援施設の開設や親子でできるイベント開催など
子育て中の家族を応援する幅広い取組みを進めています。
　1996年から開設した子育て支援施設は131箇所（2019年3月
末）に達しており、今後もさらなる拡大をめざしています。
　また、多世代交流をテーマとした子育て支援と高齢者福祉
の複合施設「COTONIOR（コトニア）」を吉祥寺と赤羽、西
船橋、国立、新川崎、越谷レイクタウン、武蔵浦和の7箇所で展

開しています。各施設のレイアウトの工夫や季節イベントを開
催するなど、子どもたちとシニア世代の方が交流し、多世代が
集うあたたかな場になっています。特に「コトニアガーデン新
川崎」は「多世代交流型まちづくり」をテーマに2018年4月に
開設しました。
　また、2017年10月には、お子さまの自動改札の通過情報が
保護者のメール等に通知される子ども見守りサービス「まも
レール」を開始しました。
　今後も子育てにまつわるさまざまなニーズに対応し、地域社
会への貢献、沿線価値の向上に積極的に取り組んでいきます。

■子育て支援事業「HAPPY CHILD PROJECT」

○施設一覧 （２０１9年３月３１日現在）

生
活
サ
ー
ビ
ス
事
業

その他

通番 施設名 最寄駅 園の形態 定員

１ 国分寺Ｊキッズステーション 国分寺 認可保育所 7０名

２ J キッズプラネット鶴見保育園 鶴見 認可保育所 7０名

３ ポピンズナーサリースクール小机 小机 認可保育所 ４5名

４ J キッズルミネ北千住保育園 北千住 東京都認証
保育所 ４０名

5 大森駅前保育園 大森 認可保育所 ４6名

6 マザーズ・エスパル保育園 仙台 せんだい保育室 5２名

7 明徳本八幡駅保育園 本八幡 認可保育所 ４5名

8 コンビプラザ品川保育園 品川 東京都認証
保育所 ３5名

9 武蔵浦和Ｊキッズステーション 武蔵浦和 認可保育所 69名

１０ 戸田公園駅前さくら草保育園 戸田公園 認可保育所 9０名

１１ 戸田駅前保育所おひさま保育園 戸田 認可保育所 6０名

１２ ちゃいれっく福生駅前保育園 福生 認可保育所
（小規模保育事業） １9 名

１３ 与野本町駅前保育所おひさま保育園 与野本町 認可保育所 7２名

１４ にじいろ保育園 ニューシャ
トル加茂宮 認可保育所 9０名

１5 今羽保育園 ニューシャ
トル今羽 認可保育所 6０名

１6 武蔵浦和桑の実保育園 武蔵浦和 認可保育所 ４5名

１7 菁莪（せいが）保育園 中浦和 認可保育所 6０名

１8 ポピンズナーサリースクール立川 立川 東京都認証
保育所 ４０名

１9 北戸田Ｊキッズステーション 北戸田 認可保育所 9０名

２０ 茶々すずや保育園 南与野 認可保育所 9０名

２１ 東鷲宮保育ステーションファミリア 東鷲宮 その他（送迎保
育ステーション） ー

２２ 茶々いまい保育園 武蔵小杉 認可保育所 １２０ 名

２３ ひびき保育園 大口 認可保育所 6０名

２４ みんなのとっぽこども園 橋本 認可保育所 8０名

２5 戸田駅前さくら草保育園 戸田 認可保育所 １２０ 名

２6 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 その他（地域子育て支

援センター・ひろば） ー

２7 ぽっぽランドしいの木 新宿 事業所内保育所 １２名

２8 にじいろ保育園武蔵小金井 武蔵小金井 東京都認証
保育所 ２４名

２9 サン・キッズ平塚ステーション 平塚 認可保育所 9０名

３０ スターチャイルド《みなみ保育園》 武蔵浦和 認可保育所 9０名

通番 施設名 最寄駅 園の形態 定員

３１ 明徳浜野駅保育園 浜野 認可保育所 ３6名

３２ 市川大野ナーサリースクール 市川大野 認可保育所 9０名

３３ にじいろ保育園登戸 登戸 認可保育所 6０名

３４ ぽっぽランドせんだい 仙台 事業所内
保育所 ３０名

３5 小岩駅前みつばち保育園 小岩 東京都認証
保育所 ４０名

３6 小岩駅前桜華保育園 小岩 東京都認証
保育所 ２9名

３7 ココファン・ナーサリー八王子南館 八王子 東京都認証
保育所 ４０名

３8 学研キャンパス 八王子 学童保育 １5名

３9 親子コミュニティカフェ
「キズナ 9３7｣ 籠原 籠原 交流コミュニ

ティひろば ー

４０ 小学館アカデミーアトレ大井町
保育園 大井町 東京都認証

保育所 ４０名

４１ 南千住駅前保育所おひさま保育園 南千住 認可保育所 ４8名

４２ キッズタウン東十条保育園 東十条 認可保育所 １０7 名

４３ おおたみんなの家 西大井（馬込） 認可保育所 75名

４４ そらいろ保育園 北与野 認可保育所 ４5名

４5 桑の実戸田公園保育園 戸田公園 認可保育所 １０7 名

４6 ことぶきイーサイト保育園 籠原 認可保育所 6０名

４7 河原町すいせんこども園 長町
（河原町） 認可保育所 9０名

４8 新田東すいせんこども園 小鶴新田 認可保育所 6０名

４9 新潟えきなかこども園 新潟 認定こども園 １００ 名

5０ ぽっぽランドたばた 田端 事業所内
保育所 １３名

5１ みなみ野学童保育所第二クラブ 八王子
みなみ野 学童保育 5０名

5２ とだ虹保育園 戸田公園 認可保育所 １００ 名

5３ ゆめの樹保育園 中浦和 認可保育所 １０8 名

5４ 茶々なかまち保育園 武蔵小杉 認可保育所 7０名

55 みなと公園のぞみ保育園 千葉みなと 認可保育所 9０名

56 たかし保育園新浦安 新浦安 認可保育所 6０名

57 エデュケアセンター・
ひがしなかの 東中野 東京都認証

保育所 ４０名

58 「キドキド×ゆめきっず」（親子の遊び場） 八王子 交流コミュニ
ティひろば ー

59 グローバルキッズ	コトニア
吉祥寺園 西荻窪 東京都認証

保育所 ３9名
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○施設一覧 （２０１9年３月３１日現在）

生
活
サ
ー
ビ
ス
事
業

通番 施設名 最寄駅 園の形態 定員

6０ ココファン・ナーサリー
神田万世橋 秋葉原 東京都認証

保育所 ３5名

6１ メリーポピンズアトレ大森ルーム 大森 認可保育所 75名

6２ ココファン・ナーサリー
八王子北館 八王子 認定こども園

（地方裁量型） 58名

6３ Ｐ’sスマイル保育園 鶴見 認可保育所 5４名

6４ キディ石川町・横浜 石川町 認可保育所 6０名

65 ベネッセ本郷台保育園 本郷台 認可保育所 6０名

66 南よの虹保育園 南与野 認可保育所 １２０ 名

67 第 ２幕張海浜保育園 海浜幕張 認可保育所 ３０名

68 二チイキッズ仙北町駅保育園 仙北町 認可保育所 6０名

69 キッズハーモニー・新宿 新宿 事業所内
保育所 ３０名

7０ 大塚りとるぱんぷきんず 大塚 認可保育所 6０名

7１ 北小金グレースこども園 北小金 認可保育所 9０名

7２ にじいろ保育園武蔵新城 武蔵新城 認可保育所 7０名

7３ にじの星保育園 宮原 認可保育所 6０名

7４ グローバルキッズ武蔵境園 武蔵境 認可保育所 6２名

75 ココファン・ナーサリー東小金井 東小金井 東京都認証
保育所 6０名

76 市川どろんこ保育園 本八幡 認可保育所 １２０ 名

77 太子堂すいせんこども園 太子堂 認可保育所 １４6 名

78 けやきホームズ学童クラブⅡ 武蔵浦和 学童保育 7０名

79 グローバルキッズコトニア赤羽園 赤羽 認可保育所 9０名

8０ グローバルキッズ亀戸園 亀戸 認可保育所 １２１名

8１ 杉並区保育室高円寺第二 高円寺 杉並区保育室 ４０名

8２ キッズハーモニー・NEWoMan 新宿 認可保育所 ３9名

8３ グローバルキッズ大口園 大口 認可保育所 5０名

8４ にじいろ保育園戸塚駅前 戸塚 認可保育所 6０名

85 メリーポピンズラスカ茅ヶ崎
ルーム 茅ケ崎 認可保育所 6０名

86 きたひだまり保育園 国立 認可保育所 6０名

87 ココファン・ナーサリー浦和 浦和 認可保育所 5０名

88 ゆめの樹第二保育園 中浦和 認可保育所 6０名

89 グローバルキッズコトニア
西船橋園 下総中山 認可保育所 9０名

9０ メリーポピンズエスパル仙台
ルーム 仙台 認可保育所 9０名

9１ ニチイキッズみたけ保育園 IGR厨川 認可保育所 6０名

9２ エスパルキッズ保育園 仙台 事業所内保育所
（地域型保育事業） ２０ 名

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

9４ ミルキーウェイインターナショナ
ル新都心園 北与野 さいたま市認定

ナーサリールーム 8０ 名

95 さくら保育園西浦和ルーム 西浦和 さいたま市認定
ナーサリールーム ４２ 名

96 コスモス保育園 中浦和 認可保育所 5１名

97 にじいろ保育園西亀有 亀有 認可保育所 6４ 名

98 にじいろ保育園武蔵中原 武蔵中原 認可保育所 6０名

99 船橋どろんこ保育園分園 船橋 認可保育所 ３０名

１００ ニチイキッズ郡山エスパル保育園 郡山 認可保育所（小
規模保育事業） １9名

１０１ スケッチ保育園 古川 認可保育所 75名

通番 施設名 最寄駅 園の形態 定員

１０２ ココファン・ナーサリーさいたま
新都心

さいたま新
都心 認可保育所 6０名

１０３ ぽっぽランドこまち 秋田 事業所内保育所（企
業主導型保育事業） １０ 名

１０４ いろむすびカフェ 赤羽 交流コミュニ
ティひろば ー

１０5 病児病後児保育室	プチあんず 東小金井 その他（病児
病後児保育室） 8名

１０6 ママスクエアラスカ茅ヶ崎 茅ケ崎 その他（託児付
き就労支援施設） ー

１０7 ニチイキッズ平塚ラスカ保育園 平塚 事業所内保育所（企
業主導型保育事業） １２ 名

１０8 KUMAGAYA	PLACE 熊谷 交流コミュニ
ティひろば ー

１０9 キートス	チャイルドケア	新千葉 千葉 認可保育所（小
規模保育事業） １9名

１１０ もくもく～木育広場～ 青森 交流コミュニ
ティひろば ー

１１１ ぽっぽランド	おおさき 大崎 事業所内保育所（企
業主導型保育事業） １２ 名

１１２ マグハウス西荻第 ２ 西荻窪 認可保育所（小
規模保育事業） ２２名

１１３ にじいろ保育園関内 関内 認可保育所 5０名

１１４ メリーポピンズ	アトレ川崎ルーム 川崎 認可保育所 6０名

１１5 今井仲町コスモス保育園 武蔵小杉 認可保育所 7０名

１１6 にじいろ保育園北加瀬 新川崎 認可保育所 7０名

１１7 学童保育ワオキッズ	新川崎園 新川崎 学童保育 6０名

１１8 あきやま保育室 三鷹 東京都認証
保育所 5４名

１１9 ゆめの駅保育園 武蔵浦和 認可保育所 9０名

１２０ コトニア武蔵浦和
ゆめの駅学童クラブ 武蔵浦和 学童保育 6０名

１２１ Studio	Make	-over	
武蔵浦和 In	My	Home 武蔵浦和 交流コミュニ

ティひろば ー

１２２ にじの駅保育園 越谷レイク
タウン 認可保育所 9０名

１２３ コトニア越谷レイクタウン
にじの駅学童クラブ

越谷レイク
タウン 学童保育 6０名

１２４ こだま虹保育園 戸田 認可保育所 １２０ 名

１２5 ニチイキッズおおみや保育園 大宮 事業所内保育所（企
業主導型保育事業） １8 名

１２6 植草学園千葉駅保育園 千葉 認可保育所 59名

１２7 TAC仙台太子堂 太子堂 交流コミュニ
ティひろば ー

１２8 ぽっぽランドもりおか 盛岡 事業所内保育所（企
業主導型保育事業） １０ 名

１２9 ぽっぽランドちば 千葉 事業所内保育所（企
業主導型保育事業） １9 名

１３０ ぽっぽランドあさま 長野 事業所内保育所（企
業主導型保育事業） １０ 名

１３１ ミルキーウェイ与野本町ベビー 与野本町 認可保育所
（小規模保育事業） １9 名
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NRE新川崎弥生テラス

　急速に進む高齢社会に対応した施設や介護の社会的ニーズ
が高まるなか、JR東日本グループも介護サービス事業に取り
組んでいます。
　2000年4月より東北総合サービス㈱が、きめ細やかなケア
プラン作成と訪問介護サービス・福祉用具貸与サービスを提
供する「JR東日本東北介護サービス」および介護ショップ「JR
ハートステーション仙台」を運営しています。2004年4月より
㈱ エヌアールイーサービスが『住み替えた自宅』を理念と

■介護事業
し、温かい家庭的な雰囲気を大切にした介護付有料老人ホー
ム「NRE大森弥生ハイツ」を運営し、2018年4月には「新川崎弥生
テラス」を開所いたしました。
　また、2013年10月にJR東日本スポーツ㈱が運動特化型の通所
介護施設「ジェクサー・プラチナジム南浦和」を開所し、現在で
は、南浦和店、武蔵境店、コトニア赤羽店、コトニア国立店、武蔵
浦和店、コトニアガーデン新川崎店、コトニア武蔵浦和店の7箇所
を運営しています。

東京駅八重洲口に、上質で先進的な機能をもつハイグレードな2棟の超高層オフィスビル
「グラントウキョウノースタワー（Ⅰ期）／サウスタワー」が2007年10月に完成しまし
た。2012年8月にノースタワー（Ⅱ期）が竣工、2013年9月には2つのビルを結ぶ歩行デ
ッキ・大屋根からなる「グランルーフ」、2014年9月には駅前広場が完成しました。

○丸の内駅舎保存・復原、
　東京ステーションホテル
歴史と風格を感じさせる丸の内地区の中心として、東京駅丸
の内駅舎を創建当初の姿に保存・復原し、2012年10月駅、ホテ
ル、ギャラリーなどとして完成しました。

○丸の内駅前広場
丸の内駅舎とともに丸の内地区の象徴空間となる「丸の内駅
前広場」の整備を推進し、2017年12月に全面供用を開始し
ました。

○グラントウキョウノースタワー／サウスタワー、グランルーフ

東京駅

グラントウキョウ
ノースタワー

グランルーフ

グラントウキョウ
サウスタワー

サピアタワー
グラントウキョウ
ノースタワー

グラントウキョウ
サウスタワー

サピアタワー

　首都東京の「顔」にふさわしい多彩な魅力と先進の機能を
もった駅＝街として、東京駅周辺地区の都市空間整備を進め
ています。

■東京ステーションシティ

生
活
サ
ー
ビ
ス
事
業

全体完成パース

ジェクサー・プラチナジム




