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ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日

1 浅子保育所 〒857-0431
佐世保市浅子町188-14 (0956)68-2033 佐世保市

浅子町公民館
佐世保市長
小川　重夫 S48.7.1

2 宇久ふたば保育所 〒857-4811
佐世保市宇久町神浦2795 (0959)58-2347

佐世保市
(福)佐世保市社
会福祉協議会

佐世保市長
藤枝　冨美子 S40.5.1

3 高島保育所 〒858-0931
佐世保市高島町697 (0956)47-3799 佐世保市

高島町町内会
佐世保市長
内野　幸司 S50.4.1

4 三会保育園 〒855-0021
島原市油堀町丙652

(0957)63-2268
(0957)63-2268 島原市 島原市長

本多　智子 S38.2.1

5 志々伎町へき地保育所 〒859-5533
平戸市志々伎町265-1

(0950)27-0442
(0950)27-0442

平戸市
(福)平戸市社会
福祉協議会

平戸市長
黒崎　洋介 H16.4.1

6 度島町へき地保育所 〒859-5101
平戸市度島町1655

(0950)25-2615
(0950)25-2615

平戸市
(福)平戸市社会
福祉協議会

平戸市長
黒崎　洋介 H8.4.1

7 根獅子町へき地保育所 〒859-5381
平戸市根獅子町892-1

(0950)28-0777
(0950)28-0777

平戸市
(福)平戸市社会
福祉協議会

平戸市長
黒崎　洋介 S44.4.1

8 野子町へき地保育所 〒859-5535
平戸市野子町2628

(0950)29-1027
(0950)29-1027

平戸市
(福)平戸市社会
福祉協議会

平戸市長
黒崎　洋介 S42.4.1

9 早福町へき地保育所 〒859-5531
平戸市早福町592

(0950)27-1166
(0950)27-1166

平戸市
(福)平戸市社会
福祉協議会

平戸市長
黒崎　洋介 S47.4.1

10 大船越へき地保育所 〒817-0323
対馬市美津町大船越391-8

(0920)54-2824
(0920)54-2824 対馬市 対馬市長 S37.12.1

11 乙宮へき地保育所 〒817-1212
対馬市豊玉町曽1-5

(0920)58-1541
(0920)58-1541 対馬市 対馬市長 S38.10.1

12 小綱へき地保育所 〒817-1252
対馬市豊玉町大綱631-1

(0920)58-1517
(0920)58-1517 対馬市 対馬市長 S44.4.1

13 小船越へき地保育所 〒817-1101
対馬市美津島町小船越370-2

(0920)55-0001
(0920)55-0001 対馬市 対馬市長 H12.4.1

14 佐須へき地保育所 〒817-0242
対馬市厳原町下原437

(0920)56-0147
(0920)56-0147

対馬市
(公財)厳原愛育

会
比田勝尚喜 H10.4.1

15 仁位へき地保育所 〒817-1201
対馬市豊玉町仁位1462

(0920)58-1518
(0920)58-1518 対馬市 対馬市長 S36.8.1

16 竹敷へき地保育所 〒817-0511
対馬市美津島町竹敷427-37

(0920)54-3735
(0920)54-3735 対馬市 対馬市長 S52.9.1

17 豆酘へき地保育所 〒817-0154
対馬市厳原町豆酘2697

(0920)57-1920
(0920)57-1920

対馬市
(公財)厳原愛育

会
比田勝尚喜 H16.4.1

18 西へき地保育所 〒817-0432
対馬市美津島町今里321

(0920)53-2120
(0920)53-2120 対馬市 対馬市長 S37.12.1

19 久根へき地保育所 〒817-0245
対馬市厳原町久根田舎911-5

(0920)57-1172
(0920)57-1172

対馬市
(公財)厳原愛育

会
比田勝尚喜 S52.4.1

20 久原へき地保育所 〒817-1512
対馬市上県町久原255

(0920)85-0169
(0920)85-0169 対馬市 対馬市長 H12.4.1

21 一重へき地保育所 〒817-2242
対馬市上対馬町一重109

(0920)87-0359
(0920)87-0359 対馬市 対馬市長 S50.5.1
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22 志原保育所 〒811-5122
壱岐市郷ノ浦町大原触90-2

(0920)47-0107
(0920)47-0107 壱岐市 壱岐市長

山川　寿代 S39. 4. 1

23 沼津保育所
〒811-5101
壱岐市郷ノ浦町長峰本村触
836-3

(0920)46-0001
(0920)46-0001 壱岐市 壱岐市長

山川　寿代 S42. 4. 1

24 初山保育所
〒811-5144
壱岐市郷ノ浦町初山東触238-
3

(0920)47-4258
(0920)47-4258 壱岐市 壱岐市長

山川　寿代 S41. 5. 1

25 三島保育所 〒811-5161
壱岐市郷ノ浦町大島526-2

(0920)47-0152 壱岐市 壱岐市長
山川　寿代 S45. 4. 1

26 柳田保育所 〒811-5114
壱岐市郷ノ浦町柳田触201

(0920)47-0112
(0920)47-0112 壱岐市 壱岐市長

山川　寿代 S38. 5. 1

27 渡良保育所
〒811-5152
壱岐市郷ノ浦町渡良南触422-
1

(0920)47-0801
(0920)47-0801 壱岐市 壱岐市長

山川　寿代 S37. 5. 1

28 玉之浦へき地保育所 〒853-0411
五島市玉之浦町玉之浦783-1

(0959)87-2243
(0959)87-2203

五島市
(福)五島市社会
福祉協議会

五島市長
野原　寅男 H10.7.1

29 富江へき地保育所 〒853-0212
五島市富江町山下319-2

(0959)86-0901
(0959)86-0901

五島市
(福)五島市社会
福祉協議会

五島市長
野原　寅男 S42.6.1

30 中川へき地保育所 〒853-0503
五島市玉之浦町小川1147-1

(0959)88-2703
(0959)88-2703

五島市
(福)五島市社会
福祉協議会

五島市長
野原　寅男 S41.8.1

31 嵯峨島へき地保育所 〒853-0611
五島市三井楽町嵯峨島127-1

(0959)84-4122
(0959)84-4122 五島市 五島市長 H20.4.1

32 木場へき地保育所 〒854-0407
雲仙市千々石町庚669 (0957)37-2080

雲仙市
(福)雲仙市社会
福祉協議会

雲仙市長
宮川　嘉久雄 S37.10.1

33 番岳へき地保育所
〒857-4601
南松浦郡新上五島町小串郷
1691

(0959)55-2220 新上五島町 新上五島町長 S36.5.1

34 道土井へき地保育所
〒857-4416
南松浦郡新上五島町道土井郷
467-1

(0959)52-2854 新上五島町 新上五島町長 S47.4.1

- 伊福貴へき地保育所 〒853-2481
五島市伊福貴町734-1 (H12から休園） 五島市 五島市長 S39.4.1

- 大宝へき地保育所 〒853-0413
五島市玉之浦町大宝734 (H21から休園） 五島市 五島市長 S40.11.1

- 冷水へき地保育所
〒857-4401
南松浦郡新上五島町網上郷
644-1

（H24から休園） 新上五島町 新上五島町長 S46.4.1

- 久賀島へき地保育所 〒853-2171
五島市久賀町111-1 (H25から休園） 五島市 五島市長 H8.4.1

- 北有馬田平保育所 〒859-2306
南島原市北有馬町己3651 (H25から休園) 南島原市 南島原市長

島田　弘康 S47.11.1

- 神山へき地保育所
〒857-4413
南松浦郡新上五島町今里郷
231-6

(H25から休園) 新上五島町 新上五島町長 S46.3.1

- 佐護へき地保育所 〒817-1603
対馬市上県町佐護北里993 （H26から休園） 対馬市 対馬市長 H17.4.1

- 大曽へき地保育所
〒857-4404
南松浦郡新上五島町青方郷
2090-46

（H22から廃園） 新上五島町 新上五島町長 S38.1.1
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- 神之浦へき地保育所
〒853-3323
南松浦郡新上五島町東神ノ浦
郷169-7

（H20から廃園） 新上五島町 新上五島町長 S41.10.1

- 浜ノ浦へき地保育所
〒857-4415
南松浦郡新上五島町続浜ノ浦
郷406

（H22から廃園） 新上五島町 新上五島町長 S41.5.1

- 木ヶ津町恵へき地保育所 〒859-5362
平戸市木ヶ津町1458-イ （H26.4.1廃園）

平戸市
(福)平戸市社
会福祉協議会

平戸市長
黒崎　洋介 S48.4.1
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