
長崎市８３施設

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

1 稲佐保育園
〒852-8011
長崎市稲佐町17-17

(095)861-3621
(095)894-1544

(福)子どもの城
結宅

淺井　克子 H22.4.1 130 80 50

2 伊良林保育所
〒850-0013
長崎市中川1丁目11-17

(095)823-3366
(095)823-3366

長崎市
長崎市長
飯田　昭子

S45.4.1 120 71 49

3 大手保育所
〒852-8127
長崎市大手1丁目2-5

(095)845-0650
(095)845-0650

長崎市
長崎市長
中野　直美

S40.2.1 80 48 32

4 香焼保育所ふるさと
〒851-0310
長崎市香焼町499

(095)871-5577
(095)871-4002

（福）豊結
本村　京子
森下　東子

H29.4.1 120 75 45

5 中央保育所
〒850-0873
長崎市諏訪町9-22

(095)821-6736
(095)821-6736

長崎市
長崎市長
鳥居　純子

S47.4.1 140 95 45

6 仁田保育所
〒850-0907
長崎市稲田町12-22

(095)822-7045
(095)822-7045

長崎市
長崎市長
木戸　美樹

S44.4.1 90 63 27

7 緑ケ丘保育所
〒850-0906
長崎市館内町5-24

(095)822-9351
(095)822-9351

長崎市
長崎市長
牧島　澄子

S24.3.31 120 77 43

8 山里平和保育園
〒852-8116
長崎市平和町3-15

(095)844-2421
(095)844-8150

(福)長崎ボラン
ティア協会

吉富　博久
谷　ゆりか

H23.4.1 130 75 55

9 旭保育園
〒852-8003
長崎市旭町24-9

(095)861-8889
(095)861-8894

(福)喜生会 濱田  康隆 S46.6.1 90 42 28

10 うみのほし保育園
〒852-8126
長崎市石神町14-37

(095)845-1732
(095)845-1022

(福)うみのほし
会

赤窄　須美子
山下　白百合

S42.4.1 90 45 45

11 大浦児童園
〒850-0914
長崎市日の出町1-24

(095)822-8082
(095)822-8886

(福)恵朋会
伊東  角子
名切　良恵

S23.4.10 50 28 22

12 尾戸保育園
〒851-3215
長崎市琴海尾戸町1735-3

(095)885-2642
(095)885-2646

(福)琴北保育会 田崎  和幸 S46.11.1 60 30 30

13 おひさま保育園
〒851-0116
長崎市東町1953-4

(095)837-0012
(095)837-0014

(福)おひさま会
吉岡　充子
吉岡  伸太郎

H14.10.1 130 80 50

14 形上保育園
〒851-3213
長崎市琴海形上町2099

(095)885-2615
(095)885-2665

(福)琴北保育会
田崎  和幸
田崎  睦之

S38.7.1 50 28 22

15
桜町保育園
（認定こども園）

〒850-0054
長崎市上町4-21

(095)821-3861
(095)821-3880

(福)致遠会
野濱  哲二
増田　浩一

S48.4.1 120 75 45

16 木鉢双葉園
〒850-0076
長崎市木鉢町2丁目53

(095)865-1713
(095)865-1739

(福)うみのほし
会

赤窄　須美子
永谷　悦子

S17.11.1 60 34 26

17 教宗寺保育園
〒851-0133
長崎市矢上町41-8

(095)838-3533
(095)839-7700

(福)教宗寺保育
園

小岱  利証
小岱  かおり

S41.4.1 160 90 70

18 桐ノ木保育園
〒850-0924
長崎市出雲1丁目4-1

(095)822-4982
(095)822-5707

(福)長崎市社会
福祉事業協会

田中　信春
長岡　尚子

S31.6.1 60 45 15

19 琴海保育園
〒851-3102
長崎市琴海村松町709-4

(095)884-2166
(095)884-3754

(福)琴海保育園
栗山  智美
栗山  智子

S44.10.1 60 35 25

20 黒崎聖母保育園
〒851-2324
長崎市上黒崎町48-1

(0959)25-0050
(0959)25-0082

(福)聖ヨハネ会
中村　益子
真浦　えり子

S38.12.1 50 28 22

21 小江原保育園
〒851-1132
長崎市小江原2丁目25-1

(095)847-9248
(095)847-9313

(福)小江原保育
園

早田　昌彦
早田  ひとみ

S52.1.1 60 39 21

22 小島保育園
〒850-0834
長崎市上小島4丁目4-15

(095)827-5855
(095)827-5830

(福)小島保育園 峰　一子 S52.4.1 50 30 20

23 さくら保育園
〒852-8123
長崎市三原1丁目4-16

(095)845-0616
(095)845-0615

(福)ゆうわ会
竹内　一
山手  栄子

S41.5.1 120 69 51

24 山王保育園
〒852-8102
長崎市坂本2丁目6-53

(095)844-1792
(095)844-1765

(福)山王保育園
舩本  勝之助
舩本　貴之

S49.4.1 100 54 46

25 式見保育園
〒851-1137
長崎市式見町621

(095)841-0152
(095)841-0121

(福)式見保育園
石川  努
石川  昭子

S40.4.1 80 40 40

26 慈光保育園
〒850-0831
長崎市鍛冶屋町5-74

(095)822-7877
(095)822-7877

(福)大光会
三浦  達美
三浦　晃

S27.4.8 70 33 27

27 出津愛児園
〒851-2322
長崎市西出津町2151

(0959)25-0067
(0959)25-0420

(福)聖ヨハネ会
中村　益子
萩原　さゆみ

S24.12.1 30 17 13
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28 しらゆり保育園
〒850-0052
長崎市筑後町3-31

(095)824-5522
(095)824-5631

(福)松葉会
柿川　りほ
上原　咲子

H16.10.1 100 54 46

29 親  愛  園
〒850-0063
長崎市飽の浦町8-42

(095)862-2102
(095)862-2155

(福)カリタスの
園

長﨑　春美
坂本　キシエ

S24.1.15 50 24 11

30 星座保育園
〒850-0861
長崎市江戸町7-6

(095)823-8925
(095)895-7605

(福)星座会 髙實　絢子 H18.2.1 60 30 30

31 聖徳保育園
〒850-0047
長崎市銭座町4-59

(095)845-8699
(095)845-5156

(福)聖徳保育園 金子  孝司 S23.9.1 110 72 28

32 ダイヤランド保育園
〒850-0963
長崎市ダイヤランド１丁目
38-16

(095)879-2408
(095)879-3399

(福)恵朋会
伊東　角子
伊東　博隆

H8.9.1 70 38 32

33 高浜保育園
〒851-0503
長崎市高浜町3427

(095)894-2062
(095)894-2163

(福)高浜保育園 水上  明雄 S45.4.1 40 27 13

34 田上保育園
〒851-0251
長崎市田上1丁目17-20

(095)827-1511
(095)827-1615

(福)親愛会
三浦　美代子
松下　洋也

S51.4.1 70 40 30

35 たんぽぽ保育園
〒850-0924
長崎市出雲3丁目1-39

(095)827-8554
(095)827-8582

(福)優心会
前川  利彦
前川  みどり

H14.10.1 90 51 39

36 長照寺保育園
〒850-0812
長崎市白木町10-21-10号

(095)821-5283
(095)821-5572

(福)光栄会
浅井  円誓
山口　志磨子

S46.11.1 70 35 35

37 つばさ保育園
〒851-0121
長崎市宿町150-1

(095)839-0283
(095)839-0017

(福)おおぞら
赤瀬　憲市
毛谷村　裕子

H18.2.1 150 75 75

38 鶴見台保育園
〒850-0984
長崎市鶴見台1丁目15-12

(095)878-0392
(095)878-4069

(福)明星会
伊東   潮
野口　理

S57.4.1 120 70 50

39 戸石保育園
〒851-0113
長崎市戸石町1263-2

(095)830-2003
(095)839-2088

(福)戸石保育園
藤野　敏光
田中　満寿美

S48.12.1 180 92 68

40 長崎北保育園
〒852-8061
長崎市滑石3丁目32-6

(095)857-2835
(095)857-2835

(福)長崎北保育
園

梶本　大介 S51.1.1 160 86 74

41 長崎聖マリア保育園
〒851-1132
長崎市小江原4丁目39-33

(095)846-1126
(095)846-1146

(福)サンタマリ
ア会

戸村　リセ子
濱村　みち子

H15.4.1 80 39 41

42 滑石センター保育園
〒852-8061
長崎市滑石3丁目12-14

(095)856-1028
(095)856-1089

(福)滑石セン
ター保育園

柿田　正 S46.1.9 140 75 65

43 にしうみ保育園
〒851-3101
長崎市西海町1981-1

(095)884-1418
(095)884-3759

(福)琴海保育園 栗山  智美 S51.4.1 60 27 23

44 西浦上保育園
〒852-8041
長崎市清水町5-69

(095)848-2474
(095)848-2482

(福)西浦上保育
園

大内  遵信
栁原　みどり

S25.5.1 90 60 30

45 西山台保育園
〒852-8122
長崎市西山台2丁目8-9

(095)847-6713
(095)847-3232

(福)香月福祉会 香月　信子 S56.4.1 90 38 52

46 にしやま保育園
〒850-0001
長崎市西山4丁目648

(095)827-5459
(095)827-5479

(福)ゆうわ会
竹内　一
山手　享

S54.4.1 50 26 24

47 日見保育園
〒851-0123
長崎市網場町454

(095)838-2092
(095)813-8668

(福)日見福祉会
廣井　孝一
廣井　昭子

S40.4.1 90 54 36

48 日吉幼児園
〒851-0254
長崎市飯香浦町3149-1

(095)836-0333
(095)836-0333

(福)日吉幼児会 池田  紀久子 S52.4.1 33 11 9

49 放光保育園
〒851-0101
長崎市古賀町849-3

(095)839-7944
(095)839-7950

(福)放光福祉会 葉山  大成 S33.10.1 80 47 33

50 三重保育園
〒851-2204
長崎市三重町127

(095)850-1060
(095)850-1060

(福)むつみ福祉
会

長殿  千晶
長殿　章弘

S42.4.1 80 33 27

51 みはら保育園
〒852-8123
長崎市三原2丁目13番27号

(095)845-7301
(095)845-7310

(福)ゆうわ会
竹内　一
小林　信子

S48.4.1 70 38 32

52 女の都青い鳥保育園
〒852-8144
長崎市女の都3丁目2-9

(095)844-9124
(095)849-0315

(福)有志会
森　達己
木村　美紀

S49.10.1 50 27 23

53 茂木保育園
〒851-0241
長崎市茂木町75-9

(095)836-0109
(095)836-0159

(福)鶴鳴会
原田　延介
前田　美保子

H16.10.1 120 74 46

54 もとお保育園
〒852-8101
長崎市江平2丁目2-1

(095)846-2632
(095)846-2601

(福)ゆうわ会
竹内　一
竹内　亜矢

S46.4.1 60 33 27

55 森の風保育園
〒850-0991
長崎市末石町159-3

(095)878-8578
(095)878-8752

(福)幸徳丸
田中　德之
吉田　真紀

H14.10.1 80 35 45

56 唯念寺保育園
〒850-0971
長崎市磯道町568

(095)878-8854
(095)878-8854

(福)唯念寺保育
園

加藤  法城 S47.4.1 60 38 22



57 友愛八幡町保育園
〒850-0801
長崎市八幡町3-5

(095)822-5079
(095)822-5079

(福)基督教友愛
館

伊藤　正宣
廣瀬　美由紀

S38.4.1 120 66 54

58 ロザリオ保育園
〒850-0954
長崎市新戸町3丁目14-2

(095)878-4251
(095)878-6950

(福)サンタマリ
ア会

戸村　リセ子
浜口　公子

S42.5.1 110 68 42

59 若宮保育園
〒850-0802
長崎市伊良林2丁目15-43

(095)825-7299
(095)820-2778

(福)若宮福祉会
大坪　丈夫
大坪　睦美

S53.4.1 30 18 12

60 城山保育園
〒852-8021
長崎市城山町29-4

(095)861-2643
(095)861-2646

(福)一粒子学園
柴田  友二
柴田　真木

S37.2.1 80 45 35

61 友愛富士見町保育園
〒852-8022
長崎市富士見町21-18

(095)861-8190
(095)861-8190

(福)基督教友愛
館

伊藤　正宣
鹿山　貴子

S45.4.1 100 46 54

62 お告げの聖母保育園
〒850-0055
長崎市中町1-7

(095)823-1810
(095)823-6626

(宗)お告げのマ
リア修道会

下窄　優美
牧山　マサ子

S37.5.1 140 90 50

63 神ノ島愛児園
〒850-0078
長崎市神ノ島町2丁目131

(095)865-1777
(095)865-1997

(宗)お告げのマ
リア修道会

下窄　優美
平山　富志子

S9.4.1 50 30 20

64 小百合園保育所
〒850-0077
長崎市小瀬戸町1007-110

(095)865-1357
(095)865-1357

(宗)お告げのマ
リア修道会

下窄　優美
中木　律子

S27.4.1 90 50 40

65 あゆみ保育園
〒852-8146
長崎市けやき台町6-2

(095)842-1504
(095)842-1504

(学)みのりが丘
学園

田口　圀詔
鶴野　水江

H17.6.1 60 27 33

66 聖母保育園
〒852-8023
長崎市若草町6-5

(095)844-2667
(095)844-4600

(学)聖マリア学
院

今田　昌樹
久志　千鶴

H15.10.1 80 42 38

67 ピッパラ保育園
〒852-8061
長崎市滑石4丁目1396-42

(095)856-3556
(095)856-3578

(学)滑石中央幼
稚園

金子  孝司 H15.10.1 45 26 19

68 ひよこ保育園
〒851-0103
長崎市中里町1594番地5

(095)838-3200
(095)838-3215

(福)陽向會
松尾　陽一
松尾　貴美子

H22.1.1 100 54 46

69 こばと保育園
〒850-0952
長崎市戸町4丁目7-20

(095)879-0509
(095)879-0609

(福)春風会
平野　友久
杉永　由美子

H23.2.1 60 30 30

70 結宅保育園
〒851-0133
長崎市矢上町34-7

(095)894-8738
(095)894-8733

(福)子どもの城
結宅

淺井　克子
淺井　岳大

H26.6.1 75 39 36

71
ざぼんちゃん浜町city保
育園
（認定こども園）

〒850-0877
長崎市築町4-17

(095)823-2204
(095)846-1001

ざぼんちゃん
(株)

福島　法子
福島　千利

H27.4.1 60 32 28

72 ほほえみ保育園
〒850-0874
長崎市魚の町6-20-7

(095)811-0500
(095)811-7800

(福)長崎恵愛福
祉会

山口　晃一郎
荒木　綾子

H27.4.1 36 18 18

73 ししの子保育園
〒852-8145
長崎市昭和3丁目221-3

(095)843-4405
(095)843-4406

(有)文教園 角村　広大 H27.4.1 32 17 15

74 虹が丘まめの木保育園
〒852-8055
長崎市虹が丘町2405-1

(095)865-8787
(095)865-8787

(福）虹豆会 頼田　三保子 H27.4.1 72 36 36

75
バンビーノ保育園
(認定こども園)

〒852-8062
長崎市大園町10-11

(095)865-8800
(095)865-8801

(有)ウェル
森　雄一郎
岩木　あゆみ

H27.4.1 48 24 24

76 TONTON輝保育園
〒851-0136
長崎市平間町693-10

(095)839-1898
(095)839-1898

NPO法人　輝-キ
ミも大切な存在

松尾　伸也 H27.4.1 30 15 15

77
キンダーフィールド保育
園
（認定こども園）

〒852-8102
長崎市坂本1丁目8番30号

(095)843-6118
(095)843-6183

NPO法人　悠遊
会

西原　ケイ子 H28.4.1 107 60 47

78 アルムの風保育園
〒850-0874
長崎市魚の町1-23-107

(095)829-2272
(095)829-2272

一般社団法人
アルムの風保育

園
和田　秀子 H28.5.1 20 11 9

79
ざぼんちゃん浦上認定こ
ども園
（認定こども園）

〒852-8108
長崎市川口町2-14

(095)849-2204
(095)846-1001

(福）楽逞会
福島　千利
福島　法子

R2.4.1 38 21 17

80 文教おんがく保育園・凛
〒852-8134
長崎市大橋町10-30

(095)895-7233
(095)865-9093

NPO法人　西日
本おもてなし家
族支援協会

松永　拓也
宮﨑　真弓

H29.8.1 20 11 9

81 よつば保育園
〒851-2212
長崎市畝刈町1613-278

(095)894-4280
(095)894-4281

(福)クローバー
藤本　達也
藤本　和子

H29.12.1 110 56 54

82 あそびの杜保育園
〒851-0403
長崎市布巻町119-9

(095)892-7070
(095)892-7074

(福)三和福祉会
林田　英一
原　由比子

H30.4.1 110 60 50

83 恵愛保育園
〒850-0004
長崎市下西山町2-79

(095)826-8888
(095)826-8880

(福)長崎恵愛福
祉会

山口　晃一郎
佐伯　千代

H30.4.1 80 42 38

佐世保市　６３施設

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号
番号 名　　　称 所　　在　　地

認可
定員

利用定員



84
佐世保市中部子育て支援
センター（大黒保育所）

〒857-0851
佐世保市稲荷町2-25

(0956)31-1416
(0956)31-1416

佐世保市
(福)光洋会

佐世保市長
本野　純子

S25.1.1 100 39 61

85
佐世保市北部子育て支援
センター（上相浦保育
所）

〒858-0915
佐世保市上相浦町5-13

(0956)47-2476
(0956)47-2476

佐世保市
佐世保市長
川口　恵子

S31.6.1 60 25 35

86 楠栖保育所
〒857-0413
佐世保市小佐々町楠泊591

(0956)69-2619
(0956)69-2684

(福)針尾福祉会
古峨　正人
田島　順子

H24.12.1 90 40 50

87
佐世保市東部子育て支援
センター（早岐保育所）

〒859-3223
佐世保市広田2丁目1-1

(0956)38-2342
(0956)38-2346

佐世保市
佐世保市長
鴨川　和実

S28.8.1 60 20 40

88 御船保育園
〒857-0068
佐世保市御船町1-13

(0956)22-8637
(0956)23-9270

(福)長崎たちば
な会

宮田　幸正
松尾　邦子

H21.2.1 120 60 60

89 柚木保育所
〒857-0112
佐世保市柚木町2079-1

(0956)46-0125
(0956)46-0185

(福)一幸福祉会
﨑田　幸一
﨑田  和彦

H21.2.1 80 35 45

90
吉井にじいろこども園
（認定こども園）

〒859-6324
佐世保市吉井町吉元540-1

(0956)64-2205
(0956)64-4243

(福)ひなたの会
古賀　新二
今村　有希子

H25.6.1 85 35 35

91 愛光保育園
〒857-0132
佐世保市松原町223-1

(0956)40-8844
(0956)76-9441

(福)サンタマリ
ア会

戸村　リセ子
川口　美子

S53.6.1 70 40 30

92 相浦保育園
〒858-0918
佐世保市相浦町153-1

(0956)47-2338
(0956)47-8022

(福)相浦福祉会
野口　直己
吉田　幸典

S46.7.22 105 60 45

93 あさひ保育園
〒857-0136
佐世保市瀬戸越3丁目260-2

(0956)49-4700
(0956)49-4901

(福)つばさ会
松本  智経
永石　泰昭

S25.6.7 80 40 40

94 アトム保育園
〒857-0024
佐世保市花園町205-2

(0956)25-0415
(0956)24-0721

(福)幼老育成会
土井  庸正
池田　寿裕

S53.4.1 90 45 45

95
有福保育園
（認定こども園）

〒859-3241
佐世保市有福町773-1

(0956)58-5116
(0956)58-5126

(福)有寿福祉会
植木　　浩
植木　靖也

S54.4.1 105 40 50

96 宇久幼児園
〒857-4901
佐世保市宇久町平2366-1

(0959)57-2034
(0959)57-2034

(福)宇久幼児園
松田  哲宗
迎　裕樹

S27.4.1 20 15 5

97 江永保育園
〒859-3165
佐世保市江永町580

(0956)30-8802
(0956)30-6030

(福)江永福祉会
浅井　利嗣
折井　富美子

S25.2.21 60 29 31

98 大崎保育園
〒858-0926
佐世保市大潟町528-10

(0956)26-2125
(0956)26-2141

(福)サンタマリ
ア会

戸村　リセ子
大濱　博子

H18.11.1 50 25 25

99 大野保育所
〒857-0134
佐世保市瀬戸越2丁目3-6

(0956)49-3825
(0956)49-4908

(福)つばさ会
松本　智経
松本　経永

S43.4.1 120 67 53

100 おはしほいくえん
〒859-6311
佐世保市吉井町橋川内486-5

(0956)64-3525
(0956)64-3327

(福)たちばな会
福嶋　稔文
三木　美知絵

S53.4.1 60 36 24

101 保育所海光園
〒857-1165
佐世保市大和町898

(0956)32-7438
(0956)37-8066

(福)清風園
川添  聡
中村　雅彦

S23.6.30 50 23 27

102 かいぜ保育園
〒857-0144
佐世保市皆瀬町94-1

(0956)40-8854
(0956)40-8719

(福)一幸福祉会
﨑田　幸一
﨑田  博彦

S54.4.1 140 70 70

103 春日幼児園
〒857-0011
佐世保市春日町15-46

(0956)22-2015
(0956)22-3077

(福)春日福祉会 山口　裕理子 S23.6.30 130 65 65

104 純心保育園
〒857-0413
佐世保市小佐々町楠泊411-5

(0956)69-2657
(0956)69-2667

(福)純心聖母会
松崎　ヒロ子
田崎　由香

S44.6.30 40 20 20

105
佐世保ステーション保育
園
（認定こども園）

〒857-0862
佐世保市白南風町1-16

(0956)20-0900
(0956)20-0880

(福)蓮華園
桑原　節子
吉田　勝利

H14.6.1 50 30 20

106 佐世保中央保育園
〒857-0017
佐世保市梅田町7-20

(0956)23-0777
(0956)23-9393

(福)徳和会
梯　正和
梯　剣司

H15.1.1 70 35 35

107 椎木保育園
〒858-0925
佐世保市椎木町300-2

(0956)47-4990
(0956)47-4998

(福)椎木保育園
桑原　智子
池田　美奈子

S51.10.1 120 60 60

108
島地シティ夜間保育園
（認定こども園）

〒857-0879
佐世保市島地町5-10

(0956)23-0030
(0956)23-3303

(福)蓮華園
桑原　節子
桑原　静香

H8.7.1 50 25 15

109 新田保育園
〒858-0913
佐世保市新田町487-3

(0956)47-4116
(0956)47-5443

(福)新光会 中村  利明 S49.10.1 100 50 50

110 須佐保育園
〒857-0812
佐世保市須佐町1-9

(0956)22-7985
(0956)22-8576

(福)佐世保市社
会福祉協議会

深堀　寛治
山口　香津代

S32.4.1 70 30 40

111 菫ケ丘幼児園
〒857-1152
佐世保市黒髪町2-10

(0956)31-6783
(0956)31-6783

(福)菫ケ丘子供
の家

小坂田  昌子
前田　武士

S24.10.20 160 75 85

112 すみれ保育園
〒858-0908
佐世保市光町1-44

(0956)48-3313
(0956)48-5098

(福)慈光福祉会
近藤　章
近藤　祐教

S46.4.1 70 38 32



113 世知原保育園
〒859-6408
佐世保市世知原町栗迎263

(0956)76-2062
(0956)76-2068

(福)世知原幼児
福祉会

安永　香織 S25.12.1 40 20 20

114 天神保育園
〒857-1174
佐世保市天神2丁目272-49

(0956)31-2664
(0956)31-7019

(福)長崎たちば
な会

宮田　幸正 S45.4.1 120 60 60

115 天竜保育園
〒857-0021
佐世保市折橋町10-25

(0956)23-0832
(0956)23-5003

(福)親愛会
浦　厚

森　ひとみ
S43.4.1 45 22 23

116 花高保育園
〒859-3212
佐世保市花高1丁目269-10

(0956)38-4329
(0956)38-4300

(福)恵光園福祉
会

緒方　和博 S50.10.1 160 85 75

117 針尾保育園
〒859-3453
佐世保市針尾西町260-1

(0956)58-4354
(0956)58-5643

(福)針尾福祉会
古峨　正人
古峨  知都子

S53.12.1 70 40 30

118 日宇保育所
〒857-1165
佐世保市大和町454-2

(0956)31-2502
(0956)26-1271

(福)針尾福祉会
古峨 正人
清水　由美子

H19.10.1 400 210 190

119 光の子乳児保育園
〒859-3211
佐世保市早苗町551-7

(0956)38-2968
(0956)38-3111

(福)光の子福祉
会

末瀬　昌和
河野　ルツ

S48.11.1 40 7 33

120 ひとみ保育園
〒859-6326
佐世保市吉井町立石290-1

(0956)64-2324
(0956)64-4626

(福)ひとみ保育
園

北野　正徳
尼崎  眞理子

S50.3.31 30 15 15

121 日野保育園
〒858-0923
佐世保市日野町780-5

(0956)28-3264
(0956)28-1853

(福)日野進徳会 和田  かおる S35.5.1 130 65 65

122 ひばり保育園
〒857-1173
佐世保市十郎新町80

(0956)31-0963
(0956)31-0973

(福)光福祉会 大渕　理恵 S44.12.1 60 36 24

123 藤原幼児園
〒857-0832
佐世保市藤原町40-8

(0956)31-4096
(0956)31-4409

(福)佐世保愛育
会

山口　芳江
山口　進太郎

S23.6.30 90 45 45

124
ぽっぽ保育学院
（認定こども園）

〒857-0131
佐世保市大野町231-1

(0956)49-4380
(0956)49-3220

(福)日昇会
立石　武久
立石　洋子

H20.4.1 105 45 45

125 三浦保育園
〒857-0863
佐世保市三浦町8-8

(0956)22-8795
(0956)22-8721

(福)三浦保育会
迎　伸彦
古川　啓子

S28.7.1 65 30 35

126 三川内保育園
〒859-3154
佐世保市塩浸町13-2

(0956)30-8740
(0956)30-8740

(福)和敬会
本岡　吉彦
前田　昌子

H19.8.1 70 32 38

127 みどり保育園
〒857-0143
佐世保市吉岡町1494

(0956)49-2858
(0956)49-2986

(福)若竹寮
古賀　良一

種子島　龍太郎
S28.7.1 60 33 27

128 もみじが丘保育園
〒857-1153
佐世保市もみじが丘町41-11

(0956)33-3301
(0956)33-3513

(福)くろかみ福
祉会

宇都宮　貴俊 S53.4.1 120 65 55

129
やまずみ幼児園
（認定こども園）

〒857-0822
佐世保市山祇町516

(0956)31-7816
(0956)31-8070

(福)愛心福祉会
廣岡　光義
廣岡　光翔

S25.2.15 95 38 42

130 ゆりかご保育園
〒859-6408
佐世保市世知原町栗迎89-9

(0956)76-2246
(0956)76-2284

(福)国見福祉会
谷口  廣行
谷口　大輔

S55.9.1 30 15 15

131 吉井北保育園
〒859-6305
佐世保市吉井町直谷1065-1

(0956)64-2027
(0956)64-2071

(福)佐世保市社
会福祉協議会

深堀　寛治
中野　京子

H13.2.16 60 30 30

132 ルンビニ保育園
〒859-3226
佐世保市崎岡町2821

(0956)20-5100
(0956)20-5101

(福)針尾福祉会 古峨  正人 H11.10.1 210 110 100

133 進徳保育園
〒857-0059
佐世保市元町5-24

(0956)22-2751
(0956)22-2751

(宗)教法寺
和田  智暁
和田　良子

S23.6.30 80 40 40

134 にじいろ保育園
〒857-1164
佐世保市白岳町148-5

(0956)32-1404
(0956)32-2844

(学)古賀学園 古賀　久貴 H23.9.1 60 12 48

135 さつき保育園
〒857-1151
佐世保市日宇町2884-1

(0956)33-1239
(0956)87-0801

(福)童心福祉会
國府田　芳子
山下　久仁子

H24.4.1 60 20 40

136 こばと幼稚舎
〒859-3215
佐世保市早岐１丁目4-12

(0956)55-6396
(0956)38-0058

㈱CoCoNi 前川　寿美 H27.4.1 50 27 23

137 太陽の子保育園
〒857-0055
佐世保市湊町7-5

(0956)76-7775
(0956)76-7778

(特非)太陽の子
保育園

萩原　昌子 H27.4.1 30 16 14

138 させぼ駅前保育園
〒857-0863
佐世保市三浦町2-1

(0956)23-5599
(0956)76-7303

(一社）すくす
くcom

木下　みゆき H27.4.1 50 29 21

139 大野ベビーセンター
〒857-0136
佐世保市田原町8-35

(0956)49-3951
(0956)49-3951

(特非)大野ベ
ビーセンター

本多　祥子 H27.4.1 20 7 13

140 さくら保育園
〒857-0131
佐世保市大野町21-9

(0956)40-8873
(0956)40-8873

(特非)さくら保
育園

川口　重信
川口　博子

H27.4.1 36 18 18

141 私立保育園マミー
〒857-1175
佐世保市天神町1193-4

(0956)34-4406
(0956)37-6662

(一社)マミー 衣川　圭太 H27.4.1 66 36 30



142
森のほいくえん
（認定こども園）

〒857-0813
佐世保市小佐世保町428-10

(0956)24-6887
(0956)56-8808

(福)笑顔会
仲尾　勝利
仲尾　聡美

H27.4.1 95 44 36

143 めばえ保育園
〒859-3223
佐世保市広田1丁目27-22

(0956)39-4744
(0956)39-4744

(一社)ゆめの輪 荒木　一也 H27.4.1 60 39 21

144 保育サロンたんぽぽ
〒859-3213
佐世保市権常寺町1093-2

(0956)26-5222
(0956)26-5242

(一社)保育サロ
ンこどものその
たんぽぽ

谷口  真紀子 H27.4.1 20 7 13

145
ベビーホームちびっ子の
家

〒857-0135
佐世保市瀬戸越町1235-1

(0956)49-5347
(0956)55-1030

(一社)ベビー
ホーム

平山　美津子 H27.4.1 20 3 17

146
塩浜青い実幼児園
（認定こども園）

〒857-0876
佐世保市塩浜町7-6

(0956)22-2211
(0956)22-2212

（福）蓮華園
桑原　節子
廣瀬　茂美

H30.10.1 115 70 30

島原市　２１施設

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

147 浦田保育園
〒855-0817
島原市浦田1丁目816-1

(0957)62-4011
(0957)62-4055

(福)瑜璃福祉会
松田　信也
中村　恵美

H22.4.1 60 15 15

148 白山保育園
〒855-0824
島原市白山町50-1

(0957)62-2401
(0957)62-2403

(福)松風会
蒲池　興照
蒲池　宏遵

H30.4.1 50 28 22

149 愛児保育園
〒855-0045
島原市上の町896

(0957)62-2766
(0957)62-2823

(福)瑜璃福祉会
松田　信也
松﨑　良子

S24.6.1 70 36 24

150 安徳保育園
〒855-0875
島原市中安徳町丁4178

(0957)62-7708
(0957)62-7701

(福)徳法福祉会 安居院　公章 S33.4.1 90 50 40

151 桜花保育園
〒855-0004
島原市亀の甲町乙100

(0957)62-3834
(0957)61-0125

(福)さくら福祉
会

蒲池　徳子 S38.4.1 60 20 20

152 おさなご園
〒855-0007
島原市津吹町乙1380-3

(0957)62-2537
(0957)62-8663

(福)おさなご会
冨田　満夫
冨田　良介

S34.4.1 110 50 40

153 恵祥保育園
〒859-1414
島原市有明町大三東丁2106-
4

(0957)68-1371
(0957)68-1199

(福)恵祥福祉会 坪田　恵 S47.12.28 70 36 24

154 向陵保育園
〒859-1403
島原市有明町湯江丙728-1

(0957)68-0609
(0957)68-0610

(福)向陵福祉会 柳堂  愼徹 S27.2.1 80 30 20

155 春陽保育園
〒855-0854
島原市萩が丘1丁目5624-2

(0957)62-5556
(0957)62-6006

(福)春陽会 原田  恒 S44.4.1 150 53 37

156 心香保育園
〒859-1415
島原市有明町大三東戊452-1

(0957)68-0346
(0957)68-0616

(福)心香福祉会 坪田  光祥 S28.2.1 100 60 30

157 誓願幼児園
〒859-1412
島原市有明町大三東乙955

(0957)68-3715
(0957)68-5004

(福)たんぽぽ会 松島　興太郎 H11.7.1 70 24 26

158 たけしま保育園
〒855-0075
島原市下折橋町4554

(0957)63-2037
(0957)63-2016

(福)悠久会
永代　秀顕
永代　奈津子

S48.4.1 120 52 38

159 東向保育園
〒859-1401
島原市有明町湯江甲421

(0957)68-0551
(0957)68-0638

(福)東向福祉会
森　了吾
梶原　敏彦

S32.1.1 50 19 11

160 中木場保育園
〒855-0878
島原市大下町丙1047

(0957)64-2135
(0957)61-0022

(福)陽光園 松本　誠美 H10.4.1 80 39 31

161
みどり保育園
（認定こども園）

〒855-0066
島原市柿の木町4022-1

(0957)64-4805
(0957)64-4805

(福)承陽福祉会
山﨑　道洪
山﨑　貴子

S36.4.1 105 45 45

162 美祢保育園
〒855-0866
島原市南下川尻町8119

(0957)62-4275
(0957)62-4275

(福)美祢会 松﨑　登子 S41.4.1 45 11 9

163 みやま保育園
〒859-1402
島原市有明町湯江乙1741

(0957)68-0694
(0957)68-0691

(福)東向福祉会
森　了吾
笹原  哲夫

S49.4.1 40 11 15

164
山寺保育園
（認定こども園）

〒855-0016
島原市山寺町丙848

(0957)62-2566
(0957)62-2693

(福)西峰福祉会
桑 　遊林
桑 　宏生

S31.3.1 65 14 26

165 わかくさ園保育所
〒855-0843
島原市新山2丁目8934-1

(0957)62-3638
(0957)62-8070

(福)わかくさ園
池田  公
池田　穣

S33.4.1 120 45 25

166 こひつじ保育園
〒855-0831
島原市湊道2丁目7008-2

(0957)62-1414
(0957)62-1414

(宗)日本キリス
ト教会島原教会

田邊　かよ
井上　範子

S28.5.1 70 30 20

167 寺町保育園
〒855-0852
島原市寺町5954

(0957)63-2355
(0957)64-2643

(宗)善法寺 北條　純雄 S28.11.30 40 11 9

利用定員
番号 名　　　称 所　　在　　地

認可
定員



諫早市　４９施設

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

168 諫早中央保育所
〒854-0047
諫早市野中町508ｰ7

(0957)22-1096
(0957)22-2160

諫早市
諫早市長
平原　初美

S46.5.1 120 80 40

169 太陽保育所
〒854-0075
諫早市馬渡町10-1

(0957)26-2223
(0957)26-2223

諫早市
諫早市長
佐藤　歩

S49.4.1 120 80 40

170 ながた保育園
〒859-0301
諫早市長田町2434

(0957)23-9220
(0957)51-1202

（福）西崎福祉
会

水田　明光 H28.4.1 70 34 36

171 もとの保育園
〒854-0093
諫早市本野町91-2

(0957)25-9310
(0957)25-9311

(福)おひさま会 吉岡  充子 H22.4.1 40 28 12

172 あおぞら保育園
〒854-0064
諫早市若葉町416-2

(0957)26-1007
(0957)26-1009

(福)啓昇福祉会
早田　靖子
早田  美穂子

H15.4.1 60 36 24

173 井崎保育園
〒859-0166
諫早市小長井町井崎588

(0957)34-2215
(0957)34-4153

(福)井崎福祉会
中村  和弥
大瀬　和成

S42.10.1 30 18 12

174 いちご保育園
〒854-0055
諫早市栗面町315

(0957)22-5840
(0957)22-5841

(福)福翠会
石丸  翠
森　恵律子

H11.4.1 120 75 45

175 有喜保育園
〒854-0121
諫早市有喜町418-2

(0957)28-2052
(0957)28-2070

(福)有喜保育園 大倉  敏郎 S44.7.1 40 23 17

176 小栗保育園
〒854-0053
諫早市小川町461-1

(0957)22-2595
(0957)22-2577

(福)小栗保育園 山本  修 S43.4.1 150 90 60

177 小野保育園
〒854-0034
諫早市小野町676-2

(0957)23-0120
(0957)23-0170

(福)小野保育園 廣川  健一郎 S47.4.1 60 39 21

178
上諫早保育園
(分園 まほろ愛児園)

〒854-0094
諫早市本明町212-1

(0957)26-5015
(0957)47-5084

(福)朗鶴会 井上  カズ S46.4.1 89 49 40

179
金華保育園
（認定こども園）

〒859-0117
諫早市高来町峰144-3

(0957)32-2182
(0957)32-6182

(福)龍峰福祉会
大峰  信仁
大峰　信祥

S52.7.27 60 30 30

180 金松園保育所
〒859-0146
諫早市高来町金崎759

(0957)32-2050
(0957)32-2293

(福)しらぬい福
祉会

武藤  養一
嘉村　由佳

S32.10.1 50 27 23

181 桜が丘保育園
〒854-0063
諫早市貝津町877-1

(0957)26-2076
(0957)26-2074

（福）共栄福祉
会

吉岡　強
川井　大輔

S39.6.1 120 75 45

182 サンタの家保育園
〒854-0022
諫早市幸町59-1

(0957)22-7511
(0957)22-7512

(福)博愛会 杉内　洋子 H15.4.1 130 75 55

183 シーサイド保育園
〒859-0407
諫早市多良見町シーサイド
148-10

(0957)43-3620
(0957)43-0880

(福)ともえ会 田中　英二 S55.4.1 60 36 24

184 珠光保育園
〒854-1111
諫早市飯盛町平古場130-6

(0957)27-8001
(0957)27-8002

(福)珠光福祉会 山口　秀雄 S52.4.1 90 58 32

185 常香保育園
〒854-1123
諫早市飯盛町里1893-3

(0957)49-1059
(0957)48-1014

(福)常香保育園 松谷  宣也 S44.4.1 70 37 33

186 真生保育園
〒854-0005
諫早市城見町28-13

(0957)22-6116
(0957)22-8667

(福)真生保育園
稲永  滋行
本山　隆一

S45.4.1 90 60 30

187
清和こども園
（認定こども園）

〒859-0151
諫早市小長井町打越1-3

(0957)34-2109
(0957)34-3147

(福)清和福祉会
中川　浩司
木下　しのぶ

S36.5.1 50 25 25

188 多良見保育園
〒859-0401
諫早市多良見町化屋1062-2

(0957)43-2821
(0957)43-3314

(福)灯世会
下神　克彦
下神  よしえ

S23.4.1 60 30 30

189 遠竹保育園
〒859-0167
諫早市小長井町遠竹586-2

(0957)34-2143
(0957)34-2170

(福)遠竹保育園
野口　弘繁
松井　和彦

S39.4.1 20 15 5

190 ともしび保育園
〒854-0045
諫早市新道町83-8

(0957)23-8535
(0957)23-8545

(福)ともしび福
祉会

嵩　浩彰
松尾　静美

S51.4.1 90 45 45

191 中里保育園
〒859-0405
諫早市多良見町中里47-9

(0957)43-2938
(0957)43-2911

(福)喜々津福祉
会

山口  健一
山口　剛史

S50.4.1 60 36 24

192 長田くみあい保育所
〒859-0304
諫早市白浜町172

(0957)23-9404
(0957)23-9480

(福)長田くみあ
い保育所

堀　博光
土井　恵三

S50.4.1 60 32 28

193 のぞみ保育園
〒854-0124
諫早市中通町35‐8

(0957)28-2204
(0957)28-2890

(福)のぞみ保育
園 小川  邦章

S48.4.1 60 39 21

194 深海保育園
〒859-0105
諫早市高来町船津418-1

(0957)32-2132
(0957)32-3354

(福)深海保育園 立野　絹子 S36.4.1 60 39 21

利用定員
番号 名　　　称 所　　在　　地

認可
定員



195 ふくた保育園
〒854-0001
諫早市福田町372-1

(0957)23-0121
(0957)23-0178

(福)登毛福祉会
古川  トモ
古川　精子

S47.4.1 120 74 46

196 星の子保育園
〒854-0074
諫早市山川町24-3

(0957)26-9448
(0957)26-9451

(福)栄光福祉会
辻本  隆

辻本  恵津子
S53.10.1 150 90 60

197 ほなみ保育園
〒854-0031
諫早市小野島町2057-1

(0957)23-3765
(0957)23-3842

(福)ほなみ福祉
会

嵩  浩彰
嵩　恵寿

S37.6.1 70 47 23

198 みたち保育園
〒854-0081
諫早市栄田町1098

(0957)26-3800
(0957)26-1102

(福)みたち保育
園

小川  真一 S40.10.1 90 51 39

199 明教保育園
〒854-0095
諫早市上大渡野町33-2

(0957)25-3434
(0957)26-2123

(福)明教福祉会 片山  量海 S50.4.15 45 30 15

200 もはら保育園
〒854-0032
諫早市赤崎町212-1

(0957)22-2911
(0957)21-2324

(福)もはら保育
園

緒方  正親 S49.5.1 90 60 30

201 わくわく保育園
〒859-0406
諫早市多良見町木床1570

(0957)43-7222
(0957)43-7222

(福)ともえ会
田中　英二
田中　律子

H14.4.1 60 36 24

202 和同保育園
〒859-0126
諫早市高来町法川16

(0957)32-3721
(0957)32-3902

(福)和同福祉会 宮崎  輝朗 S50.4.1 60 35 25

203 春日園保育所
〒859-0133
諫早市高来町東平原195

(0957)32-3210
(0957)32-3210

(宗)菩提寺
深見　真教
深見　真人

S32.10.1 60 38 22

204 なかよし村保育園
〒854-0001
諫早市福田町432-1

(0957)22-5311
(0957)22-5314

(福)登毛福祉会
古川  トモ
古川  利光

H24.4.1 110 54 56

205 くるみ保育園
〒854-0052
諫早市川床町1166

(0957)21-0767
(0957)46-5077

(特非)里山ほい
く

石橋　孝嘉 H27.4.1 30 16 14

206 つぼみ保育園
〒854-0062
諫早市小船越町930-210

(0957)56-8626
(0957)46-8535

(特非)子育て支
援サポートめば

え
藤山　真理 H27.4.1 40 21 19

207 すこやか保育園
〒854-0084
諫早市真崎町734-1

(0957)51-4151
(0957)51-4151

(特非）すこや
か保育園

平川　雄治 H27.4.1 40 21 19

208 すまいる保育園
〒854-0015
諫早市西小路町999-67

(0957)21-7771
(0957)21-7772

(特非）子ども
と笑顔

荒木　謙爾
荒木　由紀美

H27.4.1 50 26 24

209 遊びの家共同保育園
〒859-0404
諫早市多良見町西川内1245-
1

(0957)43-6085
(0957)43-6086

(福）遊びの家
川上　雄之介
佐久間　容子

R3.4.1 40 21 19

210 みどり保育園
〒859-0413
諫早市多良見町野副73

(0957)43-1512
(0957)46-5257

(特非）みどり
保育園

中村　洋子 H27.4.1 40 22 18

211 こころ保育園
〒854-0081
諫早市栄田町42-56

(0957)56-9877
(0957)47-5887

(特非）こころ
保育園

前田　美佐子 H27.4.1 48 24 24

212 虹色保育園
〒854-0069
諫早市貝津ヶ丘489-14

(0957)47-6767
(0957)47-6765

（福）共栄福祉
会

吉岡  強
吉岡　崇

H28.4.1 60 34 26

213
くやまえん
(分園 くやまSUN保育園)

〒854-0066
諫早市久山町1699

(0957)26-5578
(0957)42-4375

（特非）かぜの
おと

南条　哲章
大久保　百重

H28.4.1 60 30 30

214 いちご西保育園
〒854-0084　
諫早市真崎町550-1

(0957)25-0001
(0957)25-7775

(福)福翠会
石丸  翠

円能寺　美佐子
H29.4.1 60 33 27

215 とんぼ保育園
〒854-0013
諫早市栄町1-1

(0957)56-8585
(0957)56-8877

（福）共栄福祉
会

吉岡　強
吉岡　健

R2.4.1 60 32 28

216 ききつルンビニー保育園
〒859-0401
諫早市多良見町化屋1810

(0957)46-3560
(0957)46-3561

（福）樹心会 長野　信楽 R4.4.1 90 52 38

大村市　２６施設

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

217 三城保育所
〒856-0825
大村市西三城町126

(0957)52-2257
(0957)52-2257

大村市
大村市長
樋口　雅子

S32.4.1 75 48 27

218 植松保育園
〒856-0028
大村市坂口町376-1

(0957)54-5056
(0957)54-3190

(福)植松保育園
平田  勉
平田  和子

S45.4.1 180 105 75

219 かたまち保育園
〒856-0833
大村市片町175-81

(0957)53-9661
(0957)53-9726

(福)かたまち保
育園

田﨑　慎一
原田  健太郎

S51.4.1 110 57 53

220 萱瀬保育園
〒856-0014
大村市田下町1576-2

(0957)55-7622
(0957)55-7606

(福)萱瀬保育園
岳田　司
永田　久子

S29.4.1 60 40 20

番号 名　　　称 所　　在　　地
認可
定員

利用定員



221 久原保育園
〒856-0835
大村市久原2丁目931-2

(0957)53-1045
(0957)53-1046

(福)和順会
岩永　真帆
上野　真承

S48.4.1 60 36 24

222 桜馬場保育園
〒856-0812
大村市桜馬場1-227-1

(0957)53-0787
(0957)53-0783

(福)桜馬場保育
園

福田　雅子 S51.11.1 110 65 45

223 新城保育園
〒856-0828
大村市杭出津1-842-26

(0957)52-4152
(0957)52-8400

(福)西大村福祉
会

西川  義文 S51.4.1 130 65 65

224 諏訪保育園
〒856-0024
大村市諏訪1-45-1

(0957)53-9602
(0957)50-2132

(福)徳栄会 坂元　利彦 S51.4.1 90 50 40

225 常盤保育園
〒856-0041
大村市徳泉川内町500-48

(0957)53-6051
(0957)52-0754

(福)常盤会 松尾　千恵 S50.4.1 155 87 68

226
ひまわり保育園
（認定こども園）

〒856-0046
大村市木場1丁目996-1

(0957)53-9420
(0957)53-9460

(福)ひまわり福
祉会

川野　敏夫 S54.4.1 110 60 50

227
松原保育園
（認定こども園）

〒856-0009
大村市松原本町17-1

(0957)55-0835
(0957)55-6202

(福)松原保育園 林田　啓輔 S49.4.1 70 38 32

228 三浦保育園
〒856-0846
大村市日泊町709

(0957)53-5360
(0957)53-5392

(福)三浦保育園
北村　尚壽
森田　　豊

S49.4.1 60 33 27

229 ゆりかご保育園
〒856-0047
大村市須田ノ木町28

(0957)54-1687
(0957)54-2131

(福)瑞木会 玉利  洋子 H11.7.21 120 60 60

230 わかば保育園
〒856-0805
大村市竹松本町689-2

(0957)55-0834
(0957)55-0849

(福)わかば保育
園

中尾　良博
中尾　絵里子

S49.4.1 120 58 62

231
わんぱくはうす保育園
（認定こども園）

〒856-0048
大村市赤佐古町203-2

(0957)54-8862
(0957)46-9580

(福)あかさこの
丘

波多　健作
波多　政子

H25.4.1 90 48 42

232
富の原くじら保育園
（認定こども園）

〒856-0806
大村市富の原1丁目1113番地
1

(0957)55-0558
(0957)55-0560

(福)くじら
田﨑　耕太郎
平井　登佐子

H25.4.1 80 45 35

233 おひさま保育園
〒856-0046
大村市木場1丁目937-2

(0957)53-6871
(0957)53-6881

（特非）おひさ
ま保育園

木村　典子
藤　修

H27.4.1 30 15 15

234
フォルテ認定こども園
（認定こども園）

〒856-0801
大村市寿古町812-11

(0957)47-6180
(0957)47-6181

合同会社　　　　
　三弘企画

一瀬　和宏
加藤　由美

H27.4.1 70 36 34

235 かしのき保育園
〒856-0022
大村市雄ヶ原町1298-29

(0957)46-8886
(0957)47-5387

大村未来づくり
（株）

小野下　英樹
髙瀬　牧子

H27.4.1 30 22 8

236
たけまつ保育園
（認定こども園）

〒856-0804
大村市大川田町995－1

(0957)55-5575
(0957)55-5546

(福）とみのは
ら福祉会

堤　幸江
三根　義久

H30.4.1 80 51 29

237 ぷれり恵光保育園
〒856-0032
大村市東大村2丁目1614-42

(0957)20-7100
(0957)20-7110

（福）恵光会
遠山　光宣
遠山　海光

H31.4.1 40 18 22

238 千木の森やまびこ保育園
〒856-0045
大村市向木場1197-1

(0957)50-0045
(0957)47-8425

（株）創遊舎
髙橋　幸一
犬束　恵美

H31.4.1 20 15 5

239 サラナ保育園
〒856-0843
大村市今村町190-1

(0957)51-6008
(0957)51-6008

（福）邦順福祉
会

橋田　みどり H31.4.1 35 12 23

240
キッズランド
（認定こども園）

〒856-0811
大村市原口町591-1

(0957)47-9781
(0957)47-9783

（福）大村子供
の家

松本　厚生
朝長　留美子

H31.4.1 51 36 15

241 かめりあ天空の森保育園
〒856-0026
大村市上諏訪町1099-1

(0957)46-5152
(0957)46-5228

（福）カメリア
桶本　かよ子
松﨑　るみ

R2.4.1 105 69 36

242 このみ保育園
〒856-0817
大村市古賀島町50-30

(0957)47-5449
(0957)47-5459

（福）木の実会 後田　洋子 R3.4.1 55 22 33

平戸市　１１施設

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

243 大島村保育所
〒859-5802
平戸市大島村前平2737

(0950)55-2006
(0950)55-2106

平戸市
平戸市長
阿立　芳浩

S32.4.1 30 20 10

244 愛の園保育所
〒859-5152
平戸市鏡川町361

(0950)22-2244
(0950)22-2661

(福)聖婢姉妹会
吉永　豊子
中濱　斎子

S28.6.1 140 85 55

245 獅子保育園
〒859-5371
平戸市獅子町1020-2

(0950)28-0174
(0950)28-0144

(福)獅子福祉会
尾﨑　秀則
尾﨑　秀則

S48.12.22 20 12 8

246 堤保育園
〒859-5501
平戸市堤町1072

(0950)27-1084
(0950)27-1083

(福)堤福祉会
吉村　甚則
平石　早賀美

S54.4.1 20 14 6

247 津吉保育所
〒859-5523
平戸市前津吉町468-1

(0950)27-0222
(0950)27-0222

(福)津吉保育所
原田　喜輔
村上　智恵子

S28.6.10 30 12 8

番号 名　　　称 所　　在　　地
認可
定員

利用定員



248 東和愛児園
〒859-5361
平戸市紐差町690-1

(0950)28-0156
(0950)28-0162

(福)聖婢姉妹会
吉永　豊子
島本　藤子

S23.6.30 90 54 36

249 中津良保育所
〒859-5504
平戸市下中津良町406-2

(0950)27-0475
(0950)27-7123

(福)中津良福祉
会

品田　正重
氏田　裕子

S36.4.1 20 15 5

250 中野愛児園
〒859-5141
平戸市山中町391

(0950)24-2358
(0950)24-2264

(福)サンタマリ
ア会

戸村　リセ子
田端　佐智子

S36.4.1 50 34 16

251 光の園保育園
〒859-5102
平戸市大久保町322-11

(0950)23-2612
(0950)23-2629

(福)聖婢姉妹会
吉永　豊子
大山　ミサエ

S23.6.1 60 33 27

252 平戸口社会館
〒859-4825
平戸市田平町山内免764-2

(0950)57-0236
(0950)57-0336

(福)サンタマリ
ア会

戸村　リセ子
真浦　タキヨ

S23.8.5 100 62 38

253 若葉保育園
〒859-4815
平戸市田平町下寺免634-8

(0950)57-3028
(0950)57-3318

(福)サンタマリ
ア会

戸村　リセ子
松永　由美子

S25.11.15 60 32 28

松浦市　９施設　

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

254 上志佐保育所
〒859-4512
松浦市志佐町笛吹免212-9

(0956)72-0048
(0956)72-0091

（福）上志佐
めだかの会

三木　和枝 H27.4.1 40 18 22

255 鷹島保育園
〒859-4303
松浦市鷹島町神崎免139

(0955)48-2135
(0955)48-2138

(福)若鷹会 坂本　富実代 H30.4.1 50 35 15

256 ほしか保育園
〒859-4743
松浦市星鹿町下田免193-1

(0956)75-0450
(0956)75-2112

(福)たんぽぽ福
祉会

山口　太子 H27.4.1 70 45 25

257 曙保育園
〒859-4765
松浦市御厨町米ノ山免209

(0956)75-1632
(0956)75-1634

(福)サンタマリ
ア会

戸村　リセ子
吉永　豊子

S26.12.1 20 10 10

258 うつみ乳児保育園
〒859-4507
松浦市志佐町庄野免50

(0956)72-2626
(0956)72-2676

(福)まつなみ福
祉会

野元　正彦
岳下　保子

S51.4.1 40 13 27

259 志佐保育園
〒859-4501
松浦市志佐町浦免1459-1

(0956)72-0821
(0956)72-2201

(福)和光福祉会
大内  康史
大内  理史

S28.6.1 70 40 30

260 ひかりヶ丘保育園
〒848-0403
松浦市福島町塩浜免2499-35

(0955)47-2171
(0955)47-2181

(福)恵日会 本庄　大鉄 S46.12.28 60 42 18

261 養源保育所
〒848-0406
松浦市福島町原免1771

(0955)47-2517
(0955)47-2517

(福)福島福祉会
姉川　博
黒川　洋子

H17.10.1 20 12 8

262 つきっこ保育園
〒859-4536
松浦市調川町下免591-1

(0956)56-3913
(0956)56-3913

（福）つきっこ
の会

吉永　満也
田口　松子

R3.4.1 30 18 12

対馬市　７施設

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

263 雞知保育所
〒817-0322
対馬市美津島町雞知甲1028-
1

(0920)54-2343
(0920)54-3110

対馬市
対馬市長
日高　淳子

S45.4.1 143 86 57

264 佐賀保育所
〒817-1412
対馬市峰町佐賀435-ｲ

(0920)82-0049
(0920)82-0049

対馬市 対馬市長 S36.4.1 40 30 10

265 佐須奈保育所
〒817-1602
対馬市上県町佐須奈乙330-1

(0920)84-2112
(0920)84-2112

対馬市 対馬市長 S36.4.1 40 30 10

266 豊玉南保育所
〒817-1232
対馬市豊玉町嵯峨620

(0920)59-0435
(0920)59-0435

対馬市 対馬市長 S47.7.1 40 25 15

267 仁田保育所
〒817-1522
対馬市上県町樫滝675-第1

(0920)85-0504
(0920)85-0504

対馬市 対馬市長 S43.4.1 40 30 10

268 三根保育所
〒817-1301
対馬市峰町三根65

(0920)83-0179
(0920)83-0179

対馬市 対馬市長 S47.5.1 40 30 10

269 厳原南保育園
〒817-0023
対馬市厳原町田渕933

(0920)52-2299
(0920)52-7765

(福)あすか福祉
会

素花　源之
扇　小百合

S48.5.1 230 130 100

壱岐市　５施設

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

270 芦辺保育所
〒811-5316
壱岐市芦辺町諸吉大石触665

(0920)45-1104
(0920)45-1104

壱岐市
壱岐市長
高田　里美

S29.7.1 100 58 42

利用定員

番号 名　　　称 所　　在　　地
認可
定員

番号 名　　　称 所　　在　　地
認可
定員

番号 名　　　称 所　　在　　地
認可
定員

利用定員

利用定員



271 勝本保育所
〒811-5511
壱岐市勝本町仲触1821-2

(0920)42-0093
(0920)42-0093

壱岐市
壱岐市長
酒井　恵美

S46.4.1 70 24 46

272 武生水保育所
〒811-5135
壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦495

(0920)47-0741
(0920)47-3678

壱岐市
壱岐市長
山口寿美枝

S43.4.1 130 70 60

273 八幡保育所
〒811-5311
壱岐市芦辺町諸吉本村触
1310-1

(0920)45-2766
(0920)45-2766

壱岐市
壱岐市長
高田　里美

S32.4.1 60 48 12

274 壱岐保育園
〒811-5136
壱岐市郷ノ浦町片原触80-1

(0920)47-0888
(0920)47-0921

(有)壱岐保育園 永田　恵里子 H14.4.1 50 15 35

五島市　１１施設　

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

275 鷺浦保育園
〒853-0016
五島市紺屋町7-21

(0959)72-3342
(0959)72-3342

(福)鷺浦福祉会 佐々野　俊子 S56.4.1 40 22 18

276 崎山保育園
〒853-0022
五島市向町10

(0959)73-6057
(0959)73-6488

(福)さゆり会
林田  輝久
山本　留里子

S44.12.1 30 12 8

277 白百合愛児園
〒853-0703
五島市岐宿町楠原735-2

(0959)82-0034
(0959)82-0034

(福)白百合会
奈切　博
赤窄　繁子

H31.4.1 70 43 27

278
聖母保育園
（認定こども園）

〒853-0601
五島市三井楽町濱ノ畔1157

(0959)84-2163
(0959)84-2193

(福)小さき花の
会

烏山　千鶴子
吉原　文代

S36.8.1 35 25 13

279 聖マリア保育園
〒853-0052
五島市松山町605-1

(0959)72-4858
(0959)72-4888

(福)聖マリア会
大川　マス子
岩本　美枝子

S53.4.1 90 53 37

280 善教寺保育園
〒853-0013
五島市上大津町210-3

(0959)72-2361
(0959)72-2247

(福)見真会 七里  正親 S46.6.1 60 31 29

281 文化保育園
〒853-0018
五島市池田町1-8

(0959)72-4554
(0959)72-4508

(福)むつみ会
又野　博
又野　芳子

S41.4.1 90 54 36

282 平和のばら保育園
〒853-0051
五島市平蔵町2455

(0959)73-0039
(0959)73-0039

(福)奥浦慈恵院
小田﨑　ケイ子
古木　久美子

S48.4.1 30 11 9

283 みどり丘保育園
〒853-0032
五島市大荒町530-1

(0959)72-3061
(0959)72-3160

(福)若葉会
大貝　明治
平山  幸子

S45.4.1 30 15 15

284 幼徳保育園
〒853-0041
五島市籠淵町2418

(0959)72-5637
(0959)72-5702

(福)つくし会 猪村　英子 S50.4.1 60 33 27

285 若草保育園
〒853-0024
五島市野々切町302-2

(0959)73-5110
(0959)73-5110

(福)白道福祉会 山口  末子 S51.4.1 60 30 20

光保育園
〒853-0043
五島市高田町1403

(H21から休園) (福)めぐみ会 巨海　文枝 S43.6.1

西海市　１３施設

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

286 蛎浦保育所
〒857-3101
西海市崎戸町蛎浦郷1393-3

(0959)37-0252
(0959)37-0084

西海市
（福）瀬川福祉

会

西海市長
永村　美明

S29.8.1 20 12 8

287 横瀬保育所
〒851-3509
西海市西海町横瀬郷2938-1

(0959)32-0200
(0959)32-0336

(福)西海市社会
福祉協議会

宮﨑　正宏
平岩　かんな

H27.4.1 50 35 15

288 亀岳保育園
〒851-3304
西海市西彼町上岳郷148

(0959)27-0112
(0959)27-0360

(福)啓慈福祉会 津本  保弘 S42.4.1 90 42 38

289 西海保育園
〒857-2223
西海市西海町七釜郷1888

(0959)33-2062
(0959)33-2116

(福)慈心福祉会 武宮  正晃 S35.4.1 40 20 20

290 樹心保育園
〒851-3507
西海市西海町天久保郷1325

(0959)32-2184
(0959)32-2182

(福)樹心福祉会 古川　智浩 S42.4.1 30 12 8

291 淳心保育園
〒857-2326
西海市大瀬戸町雪浦下郷
1206-1

(0959)22-9108
(0959)29-0201

(福)三信福祉会 武宮　至高 S33.4.1 40 24 16

292 西彼保育園
〒851-3425
西海市西彼町平山郷2324-8

(0959)28-0057
(0959)28-0170

(学)天真学園
朝長　時子
朝長  佑吉

R2.4.1 60 16 44

293 瀬戸保育園
〒857-2307
西海市大瀬戸町瀬戸福島郷
1458-33

(0959)22-0626
(0959)22-0628

(福)瀬戸保育園
林田　悧

林田　美加子
S45.10 1 50 18 12

294 多以良保育園
〒857-2312
西海市大瀬戸町多以良内郷
1336-1

(0959)22-0349
(0959)22-0379

(福)多以良福祉
会

寺本　由紀子 S51.11.1 40 17 13

利用定員

利用定員
番号 名　　　称 所　　在　　地

認可
定員

番号 名　　　称 所　　在　　地
認可
定員



295
なかやま認定こども園
（認定こども園）

〒851-3302
西海市西彼町中山郷1987

(0959)27-0168
(0959)27-0163

(福)三栄福祉会 三根  雄次郎 S45.4.1 50 20 30

296 はすの実保育園
〒851-3505
西海市西海町太田和郷907-1

(0959)32-9416
(0959)32-9415

(福)恵光福祉会 服部　忍 S38.6.7 50 21 19

297 まさご保育園
〒857-2412
西海市大島町1813-8

(0959)34-4700
(0959)34-4703

(福)聖ヨハネ会
中村　益子
田下　眞由美

S52.4.1 70 40 30

298
遊林保育園
（認定こども園）

〒857-2303
西海市大瀬戸町瀬戸西濱郷
63

(0959)22-0400
(0959)22-0114

(福)光寿福祉会
武宮  學
武宮　彰子

S28.5.20 60 26 24

たんぽぽ保育園
〒851-3502
西海市西海町川内郷1093

R3から休園 (福)平成福祉会 広瀬  馨 H1.3.24

雲仙市　２２施設

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

299
ひじくろこども園
（認定こども園）

〒859-1312
雲仙市国見町土黒乙139-2

(0957)78-2274
(0957)78-2315

(福)相愛会
福島　巌
出田　和光

H24.4.1 40 21 19

300 愛野保育園
〒854-0302
雲仙市愛野町乙830-1

(0957)36-0131
(0957)36-0181

(福)愛野福祉会 藤原  富美枝 H9.4.1 120 66 34

301 あさひ保育園
〒859-1301
雲仙市国見町神代甲900-3

(0957)78-2816
(0957)78-2911

(福)朝日福祉会
蒲原  大次郎
蒲原　大光

H8.4.1 60 35 25

302 あそか保育園
〒859-1112
雲仙市吾妻町栗林名385-1

(0957)38-2151
(0957)38-3322

(福)あそか会 渡辺　美穂 S34.10.1 80 40 20

303 岩戸保育園
〒859-1205
雲仙市瑞穂町西郷丁505

(0957)77-3001
(0957)77-3096

(福)みずほ園
瑞穂  真爾
瑞穂  恒河

S38.4.1 30 15 5

304 恵燈保育園
〒854-0514
雲仙市小浜町北本町21

(0957)74-5260
(0957)74-5260

(福)恵燈福祉会
伊澤  道秀
伊澤　道宣

S23.6.30 40 22 8

305 円福寺保育園
〒859-1203
雲仙市瑞穂町西郷乙208

(0957)77-3000
(0957)77-3096

(福)みずほ園 瑞穂  真爾 S32.1.1 70 32 18

306 北串保育園
〒854-0502
雲仙市小浜町山畑1715-5

(0957)74-9014
(0957)74-9015

(福)北串会 中路　秀彦 S34.4.1 40 20 10

307 串山保育園
〒854-0701
雲仙市南串山甲2783-2

(0957)88-3803
(0957)88-3119

(福)文旦会
立花  和丸
立花　慈光

S32.12.10 60 35 25

308 神代保育所
〒859-1302
雲仙市国見町神代乙527

(0957)78-2813
(0957)78-3663

(福)神代福祉会 藤田  良純 S27.4.1 80 30 20

309 正覚寺保育園
〒859-1215
雲仙市瑞穂町古部甲1632

(0957)77-4190
(0957)77-4300

(福)正覚寺保育
園

藤野  幸徳 S33.4.1 50 21 14

310 すぎのこ保育園
〒854-0301
雲仙市愛野町甲634-1

(0957)36-1772
(0957)36-1579

(福)愛野福祉会
藤原  富美枝
岩永　まり子

S55.3.25 100 48 32

311 洗心保育園
〒859-1213
雲仙市瑞穂町伊福甲201

(0957)77-2727
(0957)77-2923

(福)旭瑞会 門   康之 S33.4.1 45 15 15

312 大福寺保育園
〒859-1104
雲仙市吾妻町古城名383

(0957)20-0383
(0957)20-0384

(福)清風会 龍尾　一洋 H14.9.28 60 27 23

313 中央保育園
〒859-1322
雲仙市国見町多比良乙275-4

(0957)78-3125
(0957)78-5159

(福)興慶園 隈部  桃子 S32.1.1 80 30 20

314 飛子保育園
〒854-0503
雲仙市小浜町飛子1883-1

(0957)74-9056
(0957)74-9053

(福)飛子福祉会 馬場　博 S53.4.1 30 14 16

315
どんぐり保育園
（認定こども園）

〒854-0302
雲仙市愛野町乙5683-4

(0957)36-2118
(0957)36-3882

(福)赤い鳥保育
会

桑戸　大雄
吉原　　恵

H7.4.1 70 25 15

316

なかよし保育園
（認定こども園）
(分園 雲仙まっ白こども
園)

〒854-0402
雲仙市千々石町乙226-1

(0957)37-3017
(0957)37-2729

(福)赤い鳥保育
会

桑戸　大雄
小原　雅光

H2.3.27 100 31 29

317 八斗木保育園
〒859-1317
雲仙市国見町土黒庚357

(0957)78-3419
(0957)78-3492

(福)相愛会
福島　巌
福島　真砂

H8.4.1 60 28 22

318 南串保育園
〒854-0703
雲仙市南串山町丙1176

(0957)88-3317
(0957)88-3317

(福)南串福祉会 井上　繁昭 S51.10.1 50 22 18

319 八幡保育園
〒854-0703
雲仙市南串山町丙9803-3

(0957)88-2177
(0957)88-3560

(福)八幡会
志賀  稔
志賀  広子

S33.4.1 40 15 15

番号 名　　　称 所　　在　　地
認可
定員

利用定員



320 和光幼児園
〒859-1107
雲仙市吾妻町大木場名38-5

(0957)38-2148
(0957)38-2240

(福)法性福祉会 八州　秀賢 S35.4.1 70 38 32

富津保育園
〒854-0516
雲仙市小浜町富津3115

(H28から休園) (福)富津保育園 進藤  喬薫 S50.4.1

南島原市　２６施設

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

321 大江保育園
〒859-2412
南島原市南有馬町乙961

(0957)85-2227 (学)青藍学院
渡邉　裕治
渡邉  昇治

R3.4.1 110 0 30

322
北有馬こども園
（認定こども園）

〒859-2304
南島原市北有馬町丁278-2

(0957)73-6753
(0957)84-2062

南島原市
南島原市長
八木 孝蔵

R2.4.1 45 30 15

323 西有家保育園
〒859-2212
南島原市西有家町須川73-1

(0957)82-2563
(福)めばえ福祉

会
松本　伸生
松本　恵子

H22.4.1 80 40 30

324 愛宕保育園
〒859-2604
南島原市加津佐町丙96

(0957)87-4051
(0957)87-5388

(福)愛宕会 綾部  ひとみ S49.4.1 60 24 16

325 あやめ保育園
〒859-2503
南島原市口之津町丁2706番
地

(0957)86-4706
(0957)86-4713

(福)通津会 芳澤  本主 S54.4.1 50 15 15

326 有家保育園
〒859-2202
南島原市有家町山川743-5

(0957)82-2294
(0957)82-2210

(福)大谷会
伊澤  真
中村  浄子

S28.9.1 70 27 23

327 口之津保育園
〒859-2503
南島原市口之津町丁4188-1

(0957)86-2187
(0957)86-5044

(福)静雲会 平　祐真 S28.1.20 60 21 19

328 恵光保育園
〒859-2202
南島原市有家町山川1197

(0957)82-4001
(0957)82-4020

(福)恵光会
遠山  光宣
遠山　涼子

S48.12.1 60 30 20

329 こば保育園
〒859-2113
南島原市布津町丙191-1

(0957)72-6126
(0957)72-6127

(福)木場福祉会
松島　興太郎
松島　源

S57.4.1 50 24 26

330 小林保育園
〒859-1502
南島原市深江町乙1245-2

(0957)72-5470
(0957)72-6230

(福)山陰会
本田　龍一
杉岡　博子

S54.4.1 50 28 12

331
白百合保育園
（認定こども園）

〒859-2202
南島原市有家町山川330

(0957)82-8410
(0957)82-8985

(福)宏陽福祉会 苑田  秀子 S55.3.25 70 33 37

332 須川保育園
〒859-2212
南島原市西有家町須川1170

(0957)82-0923
(0957)82-0926

(福)ヒカリ福祉
会

松尾  康史 S54.4.1 60 25 15

333 瀬野保育園
〒859-1504
南島原市深江町丁5343

(0957)72-6961
(0957)72-6961

(福)寿福祉会
川田　孝悌
川田  典子

S35.4.1 60 30 30

334 竜石保育園
〒859-2216
南島原市西有家町龍石5059

(0957)82-2880
(0957)82-3875

(福)竜石保育会 吉田  修生 S44.4.1 90 30 20

335
寺田保育園
（認定こども園）

〒859-2111
南島原市布津町甲702番地１

(0957)72-3594
(0957)72-3590

(福)寺田保育園
林田　誠治
林田　幸子

S52.4.1 110 45 45

336 長野保育園
〒859-2215
南島原市西有家町長野1768-
1

(0957)82-5005
(0957)82-5008

(福)めばえ福祉
会

松本  伸生 S50.4.1 60 22 18

337 野田保育園
〒859-2605
南島原市加津佐町乙1201

(0957)87-2199
(0957)87-5382

(福)野田福祉会
宮﨑  大輔
宮﨑　美香

S43.6.1 50 14 16

338 ひかり保育園
〒859-2416
南島原市南有馬町己220-3

(0957)85-3529
(0957)85-4403

(福)常光福祉会
園城　義孝
園城  慈生

S33.10.1 60 15 25

339 深江保育園
〒859-1503
南島原市深江町丙1060-3

(0957)72-3323
(0957)72-3871

(福)東光会 三隅  智城 S34.4.1 60 22 18

340 南島原ぶんか保育園
〒859-2112
南島原市布津町乙2074-1

(0957)72-2106
(0957)72-5982

(福)二葉会
荒木　恭子
石川　七恵

S33.10.1 40 11 9

341 見岳保育園
〒859-2213
南島原市西有家町見岳604

(0957)82-8400
(0957)82-8781

(福)見岳福祉会
本村  辰則
本村  明子

S55.3.25 40 20 20

342 山陰保育園
〒859-1505
南島原市深江町戌2975番地9

(0957)72-2362
(0957)72-6691

(福)山陰会 本田　龍一 S40.5.1 100 29 21

343 若木保育園
〒859-2601
南島原市加津佐町己2679-3

(0957)87-5100
(0957)87-3548

(福)四面福祉会
植木  貴典
植木　貴宗

S54.4.1 60 26 34

344 若草保育園
〒859-2122
南島原市有家町大苑111-2

(0957)82-1629
(0957)82-1637

(福)凌雲会 鷺村  真照 S27.4.1 80 32 28

345
たまみねこども園
（認定こども園）

〒859-2502
南島原市口之津町甲1617

(0957)86-4815 (宗)玉峰寺 中村  知見 S30.5.1 50 24 16

番号 名　　　称 所　　在　　地
認可
定員

利用定員



346 ともしび保育園
〒859-2601
南島原市加津佐町己3104

(0957)87-2758
(0957)87-3593

(宗)蓮正寺 藤尾　了径 S33.10.1 40 15 5

西彼杵郡長与町　９施設

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

347 高田保育所
〒851-2127
西彼杵郡長与町高田郷2047-
3

(095)856-2333
(095)856-2401

長与町
長与町長
松尾　郁子

S48.2.1 90 52 38

348 あじさい保育園
〒851-2126
西彼杵郡長与町吉無田郷
1221-155

(095)883-8853
(095)883-8997

(福)野の花会 宮田　豊 H15.4.1 90 55 35

349 長与保育園
〒851-2128
西彼杵郡長与町嬉里郷675

(095)883-2538
(095)883-3171

(福)みのり会
天本  俊太
新留　由紀子

S42.5.1 150 88 62

350 のぞみ保育園
〒851-2125
西彼杵郡長与町三根郷53-
100

(095)883-1040
(095)883-2331

(福)みのり会
天本  俊太
岩永　成子

S50.8.1 70 45 25

351 道の尾保育園
〒851-2127
西彼杵郡長与町高田郷83-5

(095)856-0970
(095)856-1008

(福)みのり会
天本  俊太
岩永　夕子

S54.4.1 120 62 58

352 めぐみ保育園
〒851-2126
西彼杵郡長与町吉無田郷
2030-10

(095)883-3466
(095)887-1915

(福)みのり会
天本  俊太
有須田　美紀

S49.4.1 160 90 70

353 わかば保育園
〒851-2128
西彼杵郡長与町嬉里郷1142-
1

(095)883-4906
(095)887-4915

(福)みのり会
天本  俊太
近藤　直子

S53.4.1 160 85 75

354 堂崎の里　ひかり保育園
〒851-2121
西彼杵郡長与町岡郷3049-39

(095)883-8855
(095)883-8866

(福)宝子会
吉田　光子
吉田　智浩

H27.4.1 53 33 20

355 おおとり保育園
〒851-2131
西彼杵郡長与町北陽台1-3-1

(095)883-7747
(095)883-7665

（福）髙月会
髙津　喬雄
山﨑　久美

H27.9.1 80 41 39

西彼杵郡時津町　９施設

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

356 時津保育所
〒851-2105
西彼杵郡時津町浦郷31-2

(095)882-2328
(095)881-0527

時津町
時津町長
平子　末代

S29.4.1 90 55 35

357 自由の森保育園
〒851-2101
西彼杵郡時津町西時津郷
160-4

(095)893-6810
(095)893-6811

(福)れんげの会
濵田　清美
濵田　慶

H19.4.1 60 30 30

358 時津北保育園
〒851-2108
西彼杵郡時津町日並郷2320

(095)882-2722
(095)882-3187

(福)鳴鼓福祉会
吉川　勝
満本　京子

S45.12.1 76 40 36

359 時津こばと保育園
〒851-2101
西彼杵郡時津町西時津郷
1000-10

(095)882-4559
(095)882-4901

(福)時津こばと
福祉会

嘉村  望 S53.10.1 90 49 41

360 時津中央保育園
〒851-2107
西彼杵郡時津町久留里郷
253-3

(095)882-4636
(095)882-4757

(福)時津中央福
祉会

井手  ヒサヨ
井手  創三郎

S53.4.1 70 45 25

361 時津野田保育園
〒851-2104
西彼杵郡時津町野田郷232-2

(095)882-4657
(095)882-4601

(福)時津野田福
祉会

池田  時枝男
池田　加代子

S55.3.25 80 39 41

362 時津東保育園
〒851-2102
西彼杵郡時津町浜田郷1434-
5

(095)882-5803
(095)882-5806

(福)時津東保育
園

土井口　貞子 S52.4.1 70 40 30

363 時津ゆり保育園
〒851-2103
西彼杵郡時津町元村郷77-3

(095)882-2091
(095)882-2091

(福)松玲会
池田　好美
池田　真紀子

S46.4.1 75 41 34

364 月読保育園
〒851-2108
西彼杵郡時津町日並郷366-1

(095)801-2943
(095)801-2942

(福)星穂乃会 石原 ひろみ H31.4.1 60 34 26

東彼杵郡東彼杵町　１施設

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

365
認定こども園ひまわりえ
ん
(認定こども園)

〒859-3807
東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷
362

(0957)46-1485
(0957)46-1489

(福)なかよし福
祉会

本下　利之 H26.4.1 70 23 32

東彼杵郡川棚町　２施設　

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

366 小串保育園
〒859-3618
東彼杵郡川棚町小串郷944-1

(0956)82-3145
(0956)59-7378

(福)サルビア福
祉会

松尾　幸祐
松尾和佳子

H25.2.12 75 45 30

番号 名　　　称 所　　在　　地
認可
定員

番号 名　　　称 所　　在　　地
認可
定員

所　　在　　地
認可
定員

番号 名　　　称 所　　在　　地
認可
定員

番号 名　　　称
利用定員

利用定員

利用定員

利用定員



367 サルビア保育園
〒859-3605
東彼杵郡川棚町百津郷39番
地4

(0956)82-4123
(0956)82-4114

(福)サルビア福
祉会

松尾　幸祐 S51.4.1 75 45 25

東彼杵郡波佐見町　３施設

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

368 鴻ノ巣保育園
〒859-3725
東彼杵郡波佐見町長野郷
214-1

(0956)85-3362
(0956)85-3755

(福)蓮池福祉会 武宮 暢哉 H20.3.25 70 29 41

369 蓮池保育園
〒859-3715
東彼杵郡波佐見町宿郷1529-
3

(0956)85-3832
(0956)56-3838

(福)蓮池福祉会
武宮  朋哉
武宮　眞紀子

S41. 5. 1 90 43 47

370 白毫保育園
〒859-3701
東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷
字1901-3

(0956)85-6189
(0956)85-6204

(福)白毫会
　池田  正隆  
池田　博道

S46. 4. 1 75 35 35

北松浦郡佐々町　３施設

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

371 佐々神田保育園
〒857-0335
北松浦郡佐々町皆瀬免896番
地1

(0956)62-2311
(0956)40-1551

(福)針尾福祉会
古峨　正人
渡邊　エミ子

H23.4.1 170 90 80

372 第２保育所
〒857-0361
北松浦郡佐々町小浦免746

(0956)62-2231
(0956)62-2231

佐々町
佐々町長

氏田　惠美子
S29.8.1 131 80 51

373 さざなみ保育園
〒857-0314
北松浦郡佐々町古川免111

(0956)63-2513
(0956)63-2581

(福)さざなみ福
祉会

大長   光一 S56.4.1 60 31 29

南松浦郡新上五島町　８施設

電話番号 設置主体 代表者名 認　可

ＦＡＸ番号 経営主体 施設長名 年月日 2号 3号

374 青方保育所
〒857-4404
南松浦郡新上五島町青方郷
1368-4

(0959)52-2169 新上五島町 新上五島町長 S30.10.1 60 40 20

375 有川保育所
〒857-4211
南松浦郡新上五島町有川郷
743-7

(0959)42-2073 新上五島町 新上五島町長 S49.5.1 40 28 12

376 奈摩保育所
〒857-4402
南松浦郡新上五島町奈摩郷
910-9

(0959)52-8026 新上五島町 新上五島町長 S42.1.1 40 28 12

377
若松保育所
(認定こども園）

〒853-2301
南松浦郡新上五島町若松郷
435-1

(0959)46-2136 新上五島町 新上五島町長 S41.4.1 30 24 6

378 歓喜園
〒857-4211
南松浦郡新上五島町有川郷
746-2

(0959)42-0109
(0959)42-0817

(福)憶念寺会 本庄  禎正 S24.1.1 60 35 25

379 白菊保育園
〒857-4513
南松浦郡新上五島町丸尾郷
864

(0959)54-1074
(0959)54-1681

(福)ブレル会
戸村  リセ子
大水　みどり

R4.4.1 50 30 20

380 つぼみ幼児園
〒853-3321
南松浦郡新上五島町鯛ノ浦
郷269-16

(0959)42-0080
(0959)42-2334

(福)ブレル会
戸村  リセ子
松田　由美

S23.6.30 50 35 15

381 福見保育園
〒853-3102
南松浦郡新上五島町岩瀬浦
郷10-2

(0959)45-3062
(0959)45-3063

(福)清和会
牟田　茂博
西村　志佐子

H31.4.1 20 14 6

宿ノ浦保育所
〒853-2303
南松浦郡新上五島町宿ノ浦
郷650-4

（H26.10.6休
園）

新上五島町 新上五島町長 S43.4.1
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