
平成３０年度オープン保育園
＝参加施設一覧＝

区域 No 施設の種類 施設名 所在地 電話番号 法人名

1 保育所 高千穂乳児保育園 高千穂通2丁目28-1 22-5204 社福)宮崎福祉会

2 保育所 八幡保育園 宮田町3-6 28-6363 （社福）宮崎八幡福祉会

3 保育所 江平保育園 橘通西5丁目6-36 24-7806 社福)江平福祉会

4 保育所 石井記念こひつじ保育園 広島1丁目7-18 23-2541 社福)石井記念友愛者

5 事業所内保育事業 コスモナーサリー 江平東1丁目10-20 67-6700 株)ユニファ

6 保育所 中央保育園 清水2丁目8-7 24-7626 社福)宮崎福祉会

7 認定こども園 認定こども園ソレイユ 和知川原1丁目40-2 24-6470 社福)三扇福祉会

大宮 8 保育所 南方保育園 南方町御供田1191 39-5400 社福)なごのもり福祉会

9 保育所 波島保育園 波島2丁目12-27 28-9136 社福)宮崎福祉会

10 認定こども園 のぞみ保育園 大島町畑ヶ田1080 24-9737 社福)大希福祉会

11 保育所 あおぞら保育園 大島町前田376-7 25-6831 社福)みやざき福祉園

12 認定こども園 古城認定こども園 古城町山ノ城5604 53-8470 社福)道志福祉会

13 保育所 天神の森きらら保育園 谷川3丁目2-1 51-4527 社福)宮崎福祉会

14 保育所 太田保育園 太田3丁目2-5 51-7939 社福)太田保育園

15 保育所 三宮保育園 北川内町6338-1 53-8233 有)三宮

16 保育所 ふたば保育園 大塚町大迫詰4341-1 53-3323 社福)道志福祉会

17 認定こども園 天神保育所 大塚町天神後2716-1 53-7433 社福)愛児福祉会

18 認定こども園 あさひ保育園 大塚町八所3606-7 53-6377 社福)大淀福祉会

19 保育所 みずほ保育園 大塚町池ノ内1094 47-4152 社福)瑞穂福祉会

20 保育所 田代保育学園 田代町16 67-5858 社福)成和会

21 認定こども園 あおき保育園 吉村町江田原甲266 23-2055 社福)吉野福祉会

22 保育所 高洲保育園 高洲町36-4 28-1526 社福)睦美福祉会

23 認定こども園 潮見保育園 中西町52-1 25-8189 社福)潮見会

24 小規模保育事業 ファンファン(FunFan)  新別府町江田原7-1 89-4584 社福)大希福祉会

25 保育所 きらきらアート保育園 吉村町南田甲1099 33-9178 有)大塚台夕月

26 保育所 大塚台保育園 大塚台西2丁目3-2 47-0402 社福)慈恵会

27 保育所 大塚台西保育園 大塚台西3丁目22-2 48-0373 社福)慈恵会

28 認定こども園 横町さくら保育園 大字恒久5155-1 53-6289 社福)桜裕会

29 認定こども園 恵愛保育園 大字本郷南方2910 56-4161 社福)恵広会

30 保育所 あゆみ保育園 大字本郷北方2142-1 52-0000 社福)晃和会

31 保育所 大坪保育園 大字恒久字野中6100-1 51-1478 社福)江陽会

32 認定こども園 まなびこども園 大字恒久4561-2 52-3971 社福)淳和会

生目台 33 認定こども園 ｱﾘｽこどもの家幼稚園 生目台東4丁目7-3 52-3367 社福)新緑福祉会

34 保育所 鏡洲保育園 大字鏡洲字星叶541 58-0256 社福)木花福祉会

35 保育所 加江田保育園 大字加江田4462-1 65-0067 社福)木花福祉会

36 保育所 木花保育園 大字加江田字吉久保1789-1 58-0050 社福)木花福祉会

37 保育所 広原保育園 大字広原783-2 39-1954 社福)宮崎福祉会

38 保育所 住吉南保育園 大字芳士2345-1 39-1739 社福)宮崎福祉会

39 保育所 住吉東保育園 大字島之内堂山10597-1 39-1945 社福)宮崎福祉会

40 保育所 住吉中央保育園 大字島之内7601-1 39-1536 社福)宮崎福祉会

41 認定こども園 島之内保育園 大字島之内8900 39-0694 社福)住吉福祉会

42 保育所 ひなたほいくえん 大字芳士1808-1 74-7727 社福)花ヶ島福祉会

43 認定こども園 風光るゆめの森 大字島之内10302－2 72-5505 社福)協愛福祉会

44 保育所 富吉保育園 大字富吉2265 48-1730 社福)宮崎福祉会

45 保育所 和保育園 大字小松237-11 47-2200 社福)芳和会

46 保育所 生目台ピノキオ保育園 生目台西3丁目10-2 54-6006 社福)徳育福祉会

47 保育所 直純寺保育園 大字瓜生野151-5 41-1201 社福)直純福祉会

48 認定こども園 吉野保育園 大字金崎2953 41-1133 社福)吉野福祉会

49 認定こども園 中央ヴィラこども園 佐土原町下田島20565-57 73-1935 社福）協愛福祉会

50 認定こども園 那珂こども園 佐土原町東上那珂4115 74-0334 社福)ユーカリ福祉会

51 認定こども園 黒田こども園 佐土原町下那珂8138 74-2037 社福）ユーカリ福祉会

52 保育所 ひがし保育園 佐土原町下田島19422-11 73-3530 社福)協愛福祉会

53 認定こども園 七つの星幼稚舎 佐土原町下田島9175-1 73-3572 社福)学周会

54 保育所 久峰保育園 佐土原町下田島21487-20 89-5858 社福)成和会

55 保育所 慈愛保育園 田野町乙9547-35 55-7050 社福)慈愛会

56 認定こども園 みなみこども園 田野町乙7545-2 86-1881 社福)みなみ福祉会

57 保育所 ぎんなん保育園 田野町乙3226 86-2312 社福)ぎんなん福祉会

58 認定こども園 うちやま認定こども園 高岡町内山1018-8 82-1190 社福)成育福祉会

59 保育所 たかふさ保育園 高岡町高浜755-1 82-3132 社福)たかふさ福祉会

60 認定こども園 清武中央こども園 清武町正手1丁目10-1 85-0079 社福)清武社会福祉会

61 保育所 黒坂保育園 清武町木原6322-1 85-1380 社福)清武社会福祉会

62 保育所 南加納保育園 清武町加納甲1520-50 85-2088 社福)清武社会福祉会

63 認定こども園 ふなひきこども園 清武町船引6599-1 85-1612 社福)清武社会福祉会

64 保育所 北今泉保育園 清武町今泉甲5749-3 85-0089 社福)清武社会福祉会

65 保育所 南今泉保育園 清武町岡1丁目20-2 85-1020 社福)清武社会福祉会

66 認定こども園 しんまちこども園 清武町新町1丁目6-2 85-0243 社福)清武社会福祉会

67 認定こども園 認定こども園加納ひまわり幼保園 清武町加納甲2022-10 85-8040 社福)成就会
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