
４．募集保育施設について

標準時間 7：30～18：30
短時間 8：00～16：00 3歳未満児 3歳以上児

　　　　     　　　　　 　　【公立保育所】 朝 ― 完全 完全
夕 ― 

電話： 0220-28-2070
定員： 30人　 　　 （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、帽子代、絵本代、日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ掛金

標準時間 7：00～18：00
短時間 8：30～16：30 3歳未満児 3歳以上児

　     　　　　　 　　　【私立認可保育所】 朝 ― 完全 副食のみ
住所： 迫町佐沼字南元丁99-2 夕      ～19：00
電話： 0220-22-3512
定員： 90人　 　　 （受入 4か月～）

標準時間 7：15～18：15
短時間 8：30～16：30 3歳未満児 3歳以上児

　　     　　　 　　　　【私立認可保育所】 朝 ― 完全 完全
住所： 迫町佐沼字錦132-2 夕      ～18：45
電話： 0220-22-2647
定員： 60人        （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、絵本代

標準時間 7：30～18：30
短時間 8：30～16：30 3歳未満児 3歳以上児

　　     　　　　　 　　【私立認可保育所】 朝 ―  完全 完全
夕 ―  

電話： 0220-44-4937
定員： 54人　　 　 （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、帽子代、絵本代

標準時間 7：00～18：00
短時間 8：30～16：30 3歳未満児 3歳以上児

　     　　 　　　　　　【私立認可保育所】 朝 ― 完全 完全
住所： 迫町佐沼字江合三丁目18-6 夕      ～19：00
電話： 0220-22-1236
定員： 40人　　 　 （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、保育用品代、写真代

標準時間 7：00～18：00
短時間 8：30～16：30 3歳未満児 3歳以上児

【幼保連携型認定こども園（保育所機能分）】 朝 ― 完全 副食のみ
住所： 迫町佐沼字上舟丁12 夕   　 ～19：00
電話： 0220-22-2737
定員： 70人　　 　 （受入 4か月～）

標準時間 7：00～18：00
短時間 9：00～17：00 3歳未満児 3歳以上児

【幼保連携型認定こども園（保育所機能分）】 朝 ― 完全 完全
住所： 迫町北方字三方島西22-2 夕      ～19：00
電話： 0220-22-1108
定員： 55人　　　  （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、特別活動費

標準時間 7：00～18：00
短時間 9：00～17：00 3歳未満児 3歳以上児

【幼保連携型認定こども園（保育所機能分）】 朝 ― 完全 完全
住所： 迫町佐沼字新駒木袋348-1 夕      ～19：00
電話： 0220-23-9811
定員： 80人　 　　 （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、特別活動費

標準時間 7：00～18：00
短時間 8：00～16：00 3歳未満児 3歳以上児

                【小規模保育事業所　Ａ型】 朝 ― 完全 ー
住所： 迫町佐沼字中江五丁目11-8 夕      ～19：00
電話： 0220-21-6525
定員： 19人　　　  （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 帽子代

標準時間 7：00～18：00
短時間 9：00～17：00 3歳未満児 3歳以上児

                【小規模保育事業所　Ａ型】 朝 ― 完全 ー
住所： 迫町森字平柳110-3 夕      ～19：00
電話： 0220-23-9821
定員： 12人　 　　 （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 特別活動費

標準時間 7：30～18：30
短時間 8：30～16：30 3歳未満児 3歳以上児

                【小規模保育事業所　Ａ型】 朝 7：00～　　　 完全 ー
住所： 迫町佐沼字南佐沼一丁目5-10 夕      ～19：30
電話： 0220-23-7701
定員： 19人　 　　 （受入 3か月～）

標準時間 7：30～18：30
短時間 8：30～16：30 3歳未満児 3歳以上児

                【小規模保育事業所　Ａ型】 朝 ― 完全 ー
住所： 迫町佐沼字江合二丁目3-2 夕 ― 
電話： 0220-22-1730
定員： 19人　　　  （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： アルバム代

※保育施設は、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）は休みとなります

※市外の保育施設の利用を希望する場合は、福祉事務所子育て支援課（子ども保育係0220-58-5562）にご相談ください
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標準時間 7：30～18：30
短時間 8：30～16：30 3歳未満児 3歳以上児

                【小規模保育事業所　Ａ型】 朝 ― 完全 ー
住所： 迫町北方字山ノ上5 夕 ― 
電話： 0220-23-8688
定員： 12人　　　  （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 入園費

標準時間 7：30～18：30
短時間 8：30～16：30 3歳未満児 3歳以上児

                【小規模保育事業所　Ｂ型】 朝 ― 完全 ー
住所： 迫町佐沼字大網261-10 夕 ― 
電話： 0220-22-6423
定員： 19人　　 　 （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 教材費

標準時間 7：30～18：30
短時間 8：30～16：30 3歳未満児 3歳以上児

                【小規模保育事業所　Ｂ型】 朝 ― 完全 ー
住所： 迫町佐沼字梅ノ木二丁目1-21 夕 ― 
電話： 0220-22-0906
定員： 12人　 　　 （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 教材費、帽子代

標準時間 7：00～18：00
短時間 8：30～16：30 3歳未満児 3歳以上児

【幼保連携型認定こども園（保育所機能分）】 朝 ― 完全 副食のみ
住所： 登米町寺池目子侍井393 夕      ～18：30
電話： 0220-52-3558
定員： 130人　　 　（受入 3か月～）

標準時間 7：30～18：30
短時間 9：00～17：00 3歳未満児 3歳以上児

                【小規模保育事業所　Ａ型】 朝 ― 完全 ー
住所： 登米町寺池馬場埣777 夕 ― 
電話： 0220-23-7308
定員： 19人 ※地域枠5人（受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 教材費、帽子代

標準時間 7：00～18：00
短時間 8：00～16：00 3歳未満児 3歳以上児

　     　　　　　　　　【私立認可保育所】 朝 ― 完全 副食のみ
住所： 東和町米川字町裏41-2 夕      ～18：30
電話： 0220-45-2054
定員： 30人　　　  （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、帽子代

標準時間 7：00～18：00
短時間 8：00～16：00 3歳未満児 3歳以上児

【幼保連携型認定こども園（保育所機能分）】 朝 ― 完全 副食のみ
住所： 東和町米谷字石橋26-1 夕      ～19：00
電話： 0220-42-2101
定員： 50人　　　  （受入 3か月～）

標準時間 7：00～18：00
短時間 8：15～16：15 3歳未満児 3歳以上児

　     　　　　　　　　【私立認可保育所】 朝 ― 完全 副食のみ
住所： 東和町錦織字雷神山22-22 夕      ～19：00
電話： 0220-44-3666
定員： 60人　　 　 （受入 4か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、帽子代、絵本代

標準時間 7：30～18：30
短時間 8：00～16：00 3歳未満児 3歳以上児

　　　　     　　　　　　　【公立保育所】 朝 ― 完全 完全
住所： 中田町上沼字大柳116 夕 ― 
電話： 0220-34-2050
定員： 90人　　 　 （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、帽子代、絵本代、日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ掛金

標準時間 7：00～18：00
短時間 9：00～17：00 3歳未満児 3歳以上児

　     　　　　　　　　【私立認可保育所】 朝 ― 完全 完全
住所： 中田町宝江黒沼字新西野37-3 夕      ～18：30
電話： 0220-34-6677

施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、教材費、父母会費

標準時間 7：00～18：00
短時間 9：00～17：00 3歳未満児 3歳以上児

【幼稚園型認定こども園（保育所機能分）】 朝 ― 完全 完全
住所： 中田町宝江黒沼字新西野1-1 夕      ～18：30
電話： 0220-34-6694
定員： 90人 　　　 （受入 2歳～） 施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、特別活動費、父母会費、施設利用協力金

標準時間 7：00～18：00
短時間 8：00～16：00 3歳未満児 3歳以上児

【幼保連携型認定こども園（保育所機能分）】 朝 ― 完全 完全
住所： 中田町石森字西田南128-1 夕      ～19：00
電話： 0220-34-4105
定員： 125人　　　 （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、教材費、アルバム代

●給食提供について

・３歳以上児は、給食費（主食費、副食費）が徴収されます（年齢は４月１日現在）

・年収360万円未満相当世帯や小学校就学前の範囲で数えて３人目以降の子どもは、副食費の支払いが免除されます(主食費の免除はありません)

※給食提供覧の完全とは 主食 と 副食 が提供されることを言います
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標準時間 7：00～18：00
短時間 9：00～17：00 3歳未満児 3歳以上児

                【小規模保育事業所　Ａ型】 朝 ― 完全 ー
住所： 中田町宝江黒沼字葉ノ木立129-2 夕      ～18：30
電話： 0220-34-7789
定員： 19人　　 　 （受入 8か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 教材費、行事費

標準時間 7：30～18：30
短時間 8：30～16：30 3歳未満児 3歳以上児

                【小規模保育事業所　Ａ型】 朝  7：00～       完全 ー
住所： 中田町石森字加賀野三丁目9-5 夕      ～19：30
電話： 0220-23-7748
定員： 19人　　　  （受入 3か月～）

標準時間 7：00～18：00
短時間 8：00～16：00 3歳未満児 3歳以上児

                【小規模保育事業所　Ａ型】 朝 ― 完全 ー
住所： 中田町石森字茶畑19-5 夕      ～19：00
電話： 0220-34-5706
定員： 19人　　　  （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 教材費、絵本代

標準時間 7：30～18：30
短時間 8：00～16：00 3歳未満児 3歳以上児

【幼保連携型認定こども園（保育所機能分）】 朝 ― 完全 完全
住所： 豊里町小口前73-1 夕 ― 
電話： 0225-25-7545
定員： 150人　　 　（受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収：給食費、帽子代、絵本代、日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ掛金

標準時間 7：30～18：30
短時間 8：00～16：00 3歳未満児 3歳以上児

　　　　     　　　　　　　【公立保育所】 朝 ― 完全 完全
住所： 米山町西野字古舘廻56-3 夕 ― 
電話： 0220-55-3790
定員： 90人　　 　 （受入 3か月～）

標準時間 7：30～18：30
短時間 8：30～16：30 3歳未満児 3歳以上児

【幼保連携型認定こども園（保育所機能分）】 朝 ― 完全 完全
住所： 石越町南郷字新石沢前47-8 夕 ― 
電話： 0228-24-8511
定員： 80人　　 　 （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、帽子代、絵本代、日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ掛金

標準時間 7：30～18：30
短時間 8：00～16：00 3歳未満児 3歳以上児

　     　　　　　　　　【私立認可保育所】 朝 ― 完全 完全
住所： 南方町山成前1074-2 夕 ― 
電話： 0220-58-2238
定員： 70人　　　  （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、園外活動費、教材費

標準時間 7：00～18：00
短時間 9：00～17：00 3歳未満児 3歳以上児

　     　　　　　　　　【私立認可保育所】 朝 ― 完全 完全
住所： 南方町峯90-2 夕      ～19：00
電話： 0220-58-2681
定員： 40人　　 　 （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、特別活動費

標準時間 7：30～18：30
短時間 8：30～16：30 3歳未満児 3歳以上児

　     　　　　　　　　【私立認可保育所】 朝 ― 完全 完全
住所： 南方町大嶽山6 夕 ― 
電話： 0220-23-7120
定員： 75人　　 　 （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、絵本代

標準時間 7：00～18：00
短時間 9：00～17：00 3歳未満児 3歳以上児

                【小規模保育事業所　Ａ型】 朝 ― 完全 ー
住所： 南方町峯70-1 夕      ～19：00
電話： 0220-58-3757
定員： 12人　　　  （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 特別活動費

標準時間 7：30～18：30
短時間 8：30～16：30 3歳未満児 3歳以上児

【幼保連携型認定こども園（保育所機能分）】 朝 ― 完全 完全
住所： 津山町柳津字形沼9-2 夕 ― 
電話： 0225-68-2029
定員： 30人　　　　 （受入 3か月～） 施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、帽子代、絵本代
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施設ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
ＱＲコード

たんぽぽ

ゆりかご保育所

石越にじいろ

南方保育所

白鳥保育園

中田

よねやま保育園 通常保育時間

延長保育

延長保育

つやま杉の子こども園 通常保育時間
給食提供

延長保育

石越にじいろこども園 通常保育時間
給食提供

給食提供

給食提供

給食提供

きらり保育園かがの 通常保育時間
給食提供

プアマナ園（白鳥） 通常保育時間
給食提供

延長保育

ゆりかご保育所 通常保育時間
給食提供

延長保育

延長保育

くるみの木保育園 通常保育時間
給食提供

延長保育

施設が徴収する主な実費徴収： 帽子代、ママニコパック（オムツ使い放題、
                       布団持込不要、レンタル布団/月5,000円）

南方保育所 通常保育時間
給食提供

延長保育

施設が徴収する主な実費徴収： 給食費、帽子代、絵本代、保護者会費、
　　　　　 　　　　　　日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ掛金

豊里

米山

石越

南方

給食提供

くるみの木

プアマナ白鳥

津山

延長保育

延長保育

たんぽぽ保育園 通常保育時間

白鳥保育園 通常保育時間

延長保育

豊里こども園（公立） 通常保育時間


