
認可保育所一覧　(令和４年４月１日現在）

名称 所在地 設置主体 電話番号

西条保育園 長野市松代町西条3623-1 長野市 026-278-3728
清野保育園 長野市松代町清野90-1 長野市 026-278-7275
芋井保育園 長野市大字桜599 長野市 026-232-8120
青池保育園 長野市篠ノ井有旅3692 長野市 026-293-2635
上高田保育園 長野市大字高田1446-1 (福)出光会 026-227-6070
雷鳥保育園 長野市大字田子230-1 (福)守幼会 026-296-7428
聖フランシスコ保育園 長野市西鶴賀町1491-16 (福)アントニオ愛児会 026-232-4694
川上保育園 長野市上松4-6-26 (福)博仁会 026-241-8866
杉の子第３保育園 長野市篠ノ井布施五明496-6 (福)新志福祉会 026-292-7887
大豆島保育園 長野市大豆島6382 (福)大豆島保育園 026-221-1056
杉の子第２保育園 長野市大字柳原706 (福)新志福祉会 026-244-8452
すずらん保育園 長野市浅川西条871 (福)五幸会 026-295-5203
川中島保育園 長野市川中島町上氷鉋146-1 (学)四德学園 026-284-4069
認定こども園　豊野みなみ 長野市豊野町豊野430-6 (福)五幸会 026-257-4599
まきば保育園 長野市松代温泉330-1 (福)松真福祉会 026-278-8330
丹波島こども園 長野市青木島3-10-3 (福)はなぞの会 026-284-2727
吉田保育園 長野市吉田3-16-16 (宗)善敬寺 026-244-3362
長野大橋保育園 長野市青木島町大塚463-4 (福)シオン会 026-285-3788
認定こども園　古牧東部保育園 長野市南長池858 (福)はちす会 026-243-0470
杉の子保育園 長野市篠ノ井西寺尾2798 (福)新志福祉会 026-292-3413
小柴見保育園 長野市小柴見228 その他団体 026-226-9008
かざぐるま保育園 長野市稲田2-42-7 (福)稲田会 026-241-6908
博愛保育園 長野市鶴賀字屋敷添202-1 (福)博愛会 026-227-2204
ひよし保育園 長野市篠ノ井横田805-4　 (福)ひよし保育園 026-292-2285
中御所保育園 長野市中御所2-29-7 (福)黒木学園福祉会 026-226-7065
聖徳保育園 長野市三才2114 (福)聖徳保育園 026-296-3523
つましな保育園 長野市妻科294-4 (福)つましな保育園 026-234-2066
信学会若槻保育園 長野市若槻団地1-509 （学）信学会 026-243-2070
済生会長野保育園 長野市三輪8-43-8 (福)恩賜財団済生会支部長野県済生会 026-232-6227
小市こども園 長野市安茂里小市3-8-19 (福)六花会 026-228-6778
風間保育園 長野市大字風間1910-1 (福)光風会 026-221-5496
栗田保育園 長野市大字鶴賀616-1 (学)信学会 026-226-6254
たんぽぽ保育園 長野市篠ノ井御弊川1160 (福)和良会 026-292-3023
三輪保育園 長野市三輪8-6-31 （福）ミツワ会 026-232-7213
浅川中央保育園 長野市浅川東条177-3 (福)浅川双葉福祉会 026-241-4496
子供の園保育園 長野市篠ノ井布施高田688-5 (福)和良会 026-292-0673
鉄道弘済会長野保育所（りんどう保育園） 長野市三輪5-44-12 (公財)鉄道弘済会 026-232-1773
松ヶ丘保育園 長野市安茂里小市1-39-16 (福)博愛会 026-228-6173
御厨保育園 長野市川中島町御厨843-1 (福)川中島青葉会 026-285-2033
ころぽっくる保育園 長野市川中島町御厨1258-1 (福)はなぞの会 026-286-6868
杉の子あぴっく保育園 長野市大字屋島2336-340 (福)新志福祉会 026-222-0088
北条保育園 長野市高田北条94-5 (福)北条保育園 026-243-1703
若葉保育園 長野市大字鶴賀緑町1594 (福)長野市私立保育協会 026-232-8210
秋葉保育園 長野市大字鶴賀緑町1594 (福)長野市私立保育協会 026-232-7692
善光寺保育園 長野市箱清水2-12-17 (宗)善光寺 026-232-6601
下氷鉋保育園 長野市稲里町下氷鉋68-1 （福）おおぞら作新会 026-284-2137
大岡保育園 長野市大岡甲8001 長野市 026-266-2321
豊野さつき保育園 長野市豊野町石2235-1 長野市 026-257-2486
昭和保育園 長野市川中島町今井1869-2 長野市 026-284-4479
綿内保育園 長野市若穂綿内6734-3 長野市 026-282-2357
青木島保育園 長野市青木島町大塚1361 長野市 026-285-2551
真島保育園 長野市真島町真島1425-1 長野市 026-284-3637
東部保育園 長野市篠ノ井東福寺745 長野市 026-293-0944
豊野ひがし保育園 長野市豊野町大倉2196　　 長野市 026-257-2484
塩崎保育園 長野市篠ノ井塩崎2184-1 長野市 026-292-2276
象山保育園 長野市松代町松代1421-3 長野市 026-278-2085
鬼無里保育園 長野市鬼無里160-4　 長野市 026-256-2582
西部保育園 長野市篠ノ井二ツ柳779 長野市 026-293-1049
東条保育園 長野市松代町東条2448-1 長野市 026-278-5100
共和保育園 長野市篠ノ井小松原2322-15 長野市 026-292-0613
長沼保育園 長野市大字津野462-1 長野市 026-296-9753
安茂里保育園 長野市宮沖3096-3 長野市 026-228-6075
中央保育園 長野市篠ノ井御弊川284-2 長野市 026-292-0342
寺尾保育園 長野市松代町小島田3571 長野市 026-278-3648
豊栄保育園 長野市松代町豊栄2798-1 長野市 026-278-2162
後町保育園 長野市西後町614-6 長野市 026-232-0333
加茂保育園 長野市新諏訪1-11-31 長野市 026-232-7064



名称 所在地 設置主体 電話番号

柳町保育園 長野市三輪1-2-8 長野市 026-241-7894
信更保育園 長野市信更町氷ノ田3222 長野市 026-290-3724
とがくし保育園 長野市戸隠豊岡1541 長野市 026-254-3393
なかじょう保育園 長野市中条2770 長野市 026-268-3529
七二会保育園 長野市七二会己997 長野市 026-229-2620
信州新町保育園 長野市信州新町里穂刈423-1 長野市 026-262-2316
保科保育園 長野市若穂保科4972-4 長野市 026-282-3133
山王保育園 長野市北石堂町1024-2 長野市 026-226-7670
松本保育園 松本市大字笹賀3121 (学)信学会 0263-58-8028
ドン・ボスコ保育園 松本市元町1-2-20 (福)カリタスの園 0263-35-5511
和敬保育園 松本市大字島立4883 (福)高綱の里 0263-47-0588
松本やまびこ保育園 松本市大字小屋南1-8-10 (福)信州福祉会 0263-58-1229
山の子保育園 松本市大字里山辺3728-3 (福)山の子会 0263-36-7711
松本市小宮保育園 松本市大字島内155-2 松本市 0263-47-2007
松本市島内保育園 松本市大字島内4932-1 松本市 0263-47-1069
松本市里山辺保育園 松本市大字里山辺2961-1 松本市 0263-33-2584
松本市のばら保育園 松本市浅間温泉2-9-2 松本市 0263-46-1877
松本市南郷保育園 松本市横田3-23-1 松本市 0263-32-5456
松本市南松本保育園 松本市南松本1-13-2 松本市 0263-25-9076
松本市錦部保育園 松本市七嵐85-2 松本市 0263-64-3278
松本市寿東保育園 松本市大字寿白瀬渕2092 松本市 0263-58-4324
松本市笹部保育園 松本市笹部2-3-3 松本市 0263-25-1394
松本市梓川西保育園 松本市梓川梓2348-7 松本市 0263-78-4070
松本市みつば保育園 松本市波田6861 松本市 0263-91-3111
松本市渕東保育園 松本市波田4179 松本市 0263-92-3915
松本市波田中央保育園 松本市波田10098-1 松本市 0263-92-3913
松本市波田ひがし保育園 松本市波田8128-1 松本市 0263-92-5740
松本市堀米保育園 松本市大字島立1011 松本市 0263-47-0180
松本市島立中央保育園 松本市大字島立3300 松本市 0263-47-1260
松本市今井保育園 松本市大字今井1246-1 松本市 0263-59-2612
松本市白板保育園 松本市白板2-3-4 松本市 0263-32-2378
松本市乗鞍保育園 松本市安曇4017-7 松本市 0263-93-2420
松本市入山辺保育園 松本市大字入山辺8704-3 松本市 0263-33-2063
松本市中山保育園 松本市大字中山4978 松本市 0263-58-4825
松本市寿保育園 松本市寿中2-3-1 松本市 0263-58-2884
松本市柏木保育園 松本市大字空港東8960-3 松本市 0263-58-8724
松本市岡田保育園 松本市大字岡田町 504-1 松本市 0263-46-1728
松本市平田保育園 松本市平田東3-10-1 松本市 0263-58-2842
松本市和田保育園 松本市大字和田 2240-30 松本市 0263-47-0794
松本市内田保育園 松本市大字内田755-1 松本市 0263-58-2247
松本市神田保育園 松本市神田1-3-1 松本市 0263-25-4736
松本市井川城保育園 松本市井川城1-7-32 松本市 0263-88-0611
松本市あがた保育園 松本市県1-9-3 松本市 0263-31-8650
松本市桐保育園 松本市桐2-4-38 松本市 0263-32-6735
松本市さくら保育園 松本市出川1-5-10 松本市 0263-26-1201
松本市宮田保育園 松本市宮田17-18 松本市 0263-25-5888
松本市梓川東保育園 松本市梓川倭566-1 松本市 0263-78-4080
松本市野溝保育園 松本市野溝東2-1-27 松本市 0263-25-9077
松本市安曇保育園 松本市安曇2741 松本市 0263-94-2132
松本市渚保育園 松本市渚3-1-18 松本市 0263-26-0865
松本市神林保育園 松本市大字神林1498 松本市 0263-58-2760
松本市村井保育園 松本市村井町南1-34-4 松本市 0263-58-2446
松本市並柳保育園 松本市並柳4-5-2 松本市 0263-25-5210
松本市双葉保育園 松本市会田696 松本市 0263-64-2314
松本市奈川保育園 松本市奈川2117-2 松本市 0263-79-1955
松本市新村保育園 松本市大字新村2263-1 松本市 0263-47-2177
甘露保育園 上田市中央5-9-29 (福)上田明照会 0268-22-7665
聖ミカエル保育園 上田市中央3-16-1 (福)聖公会上田福祉会 0268-22-1361
保育所型認定こども園みのり保育園 上田市中之条501-10 (福)極楽寺愛育会 0268-22-0465
常田保育園 上田市常田2-30-17 (福)カルディア会 0268-22-1520
あゆみ保育園 上田市古里824-8 (福)古里会 0268-23-0503
認定こども園三好町保育園 上田市諏訪形1169－1 (福)やまびこ会 0268-2８-1160
東部保育園 上田市常田3-4-34 上田市 0268-22-0682
南部保育園 上田市常田1-5-1 上田市 0268-22-7108
北保育園 上田市常磐城5-7-25 上田市 0268-22-3475
塩尻保育園 上田市上塩尻195-1 上田市 0268-22-3476
国分保育園 上田市国分745-ｲ 上田市 0268-27-0105
神科第一保育園 上田市住吉707-2 上田市 0268-22-0597
神科第二保育園 上田市古里137-6 上田市 0268-22-0598



名称 所在地 設置主体 電話番号

豊殿保育園 上田市芳田982-3 上田市 0268-22-6802
城下保育園 上田市諏訪形934 上田市 0268-22-0887
川辺保育園 上田市上田原518 上田市 0268-22-5029
下之条保育園 上田市下之条801-イ 上田市 0268-27-2986
泉田保育園 上田市小泉1-8 上田市 0268-22-5163
塩田中央保育園 上田市中野419-1 上田市 0268-38-2512
東塩田保育園 上田市下之郷806-3 上田市 0268-38-2552
西塩田保育園 上田市手塚1086-3 上田市 0268-38-2609
塩田北保育園 上田市小島122 上田市 0268-38-2636
浦里保育園 上田市仁古田171 上田市 0268-31-2058
室賀保育園 上田市下室賀2336-1 上田市 0268-31-2142
中丸子保育園 上田市中丸子1852-5 上田市 0268-42-2644
西内保育園 上田市西内8 上田市 0268-44-2200
依田保育園 上田市生田4953-2 上田市 0268-42-2423
長瀬保育園 上田市長瀬2466 上田市 0268-42-2401
塩川保育園 上田市塩川1458 上田市 0268-35-0034
さなだ保育園 上田市真田町長6301 上田市 0268-72-2050
そえひ保育園 上田市真田町傍陽6293 上田市 0268-73-2532
すがだいら保育園 上田市菅平高原1223-392 上田市 0268-74-2160
武石保育園 上田市下武石752 上田市 0268-85-2113
神川保育園 上田市蒼久保1212-1 上田市 0268-35-0349
まるこ保育園 上田市上丸子895 上田市 0268-42-5755
ひまわり保育園 岡谷市長地権現町2-8-30 (福)ひまわり会 0266-27-2816
聖ヨゼフ保育園岡谷 岡谷市山下町1-1-37 (福)聖母の会 0266-24-1477
つるみね保育園 岡谷市川岸上3-14-13 岡谷市 0266-22-2911
神明保育園 岡谷市神明町4-4-11 岡谷市 0266-22-4555
西堀保育園 岡谷市堀ノ内１－６－４ 岡谷市 0266-22-7670
若草保育園 岡谷市加茂町3-8-28 岡谷市 0266-22-4038
成田保育園 岡谷市成田町2-10-6 岡谷市 0266-22-2464
みなと保育園 岡谷市湊3-6-50 岡谷市 0266-22-3566
夏明保育園 岡谷市川岸西1-18-16 岡谷市 0266-22-3861
横川保育園 岡谷市長地出早3-4-16 岡谷市 0266-28-1180
長地保育園 岡谷市長地鎮1-7-29 岡谷市 0266-27-4194
小口保育園 岡谷市銀座1-4-18 岡谷市 0266-22-2489
今井保育園 岡谷市長地6189-1 岡谷市 0266-22-2935
川岸保育園 岡谷市川岸中2-7-14 岡谷市 0266-22-3829
あやめ保育園 岡谷市湖畔1-10-3 岡谷市 0266-22-2680
飯田子供の園保育園 飯田市馬場町3-501 (福)子供の園 0265-22-1389
飯田中央保育園 飯田市中央通り2丁目9番地 (福)白鳥会 0265-22-4134
高松保育園 飯田市上郷黒田236 (福)伊那福祉会 0265-22-4095
時又保育園 飯田市時又329 (福)松美会 0265-26-9208
上郷なかよし保育園 飯田市上郷飯沼2000-1 (福)たちばな会 0265-22-2440
飯田仏教保育園 飯田市箕瀬町1-2453 (福)たちばな会 0265-24-0402
さくら保育園 飯田市山本600-1 (福)洗心会 0265-28-1050
羽場保育園 飯田市白山通り3-351-2 (福)和順福祉会 0265-23-1388
千代保育園 飯田市千代932-5 (福)千代しゃくなげの会 0265-59-2144
慈光松尾保育園 飯田市松尾城3796-3 (福)慈光福祉会 0265-22-2244
風越保育園 飯田市丸山町2-6728 (福)和順福祉会 0265-22-2389
慈光保育園 飯田市宮の前4410-1 (福)慈光福祉会 0265-23-1390
(さくら保育園久米分園) 飯田市久米858-10 (福)洗心会 0265-25-3801
あすなろ保育園 飯田市育良町3-15-2 (福)あすなろ会 0265-23-4656
（千代保育園千栄分園） 飯田市千栄1526-7 (福)千代しゃくなげの会 0265-59-2005
認定こども園　明星保育園 飯田市鼎切石3928 (福)明星会 0265-24-8020
伊賀良保育園 飯田市大瀬木1103 (福)笠松会 0265-25-7123
育良保育園 飯田市北方130 (福)白鳥会 0265-23-5873
認定こども園鼎あかり保育園 飯田市鼎中平2010-1 (福)萱垣会 0265-23-2341
認定こども園　竜丘保育園 飯田市桐林378 飯田市 0265-26-8417
認定こども園　丸山保育園 飯田市今宮町2-113-2 飯田市 0265-22-2077
認定こども園　座光寺保育園 飯田市座光寺1716 飯田市 0265-22-1147
認定こども園　龍江保育園 飯田市龍江4680 飯田市 0265-27-3681
認定こども園　三穂保育園 飯田市伊豆木5451-14 飯田市 0265-27-3774
認定こども園　殿岡保育園 飯田市下殿岡1020 飯田市 0265-25-3707
認定こども園　松尾東保育園 飯田市松尾寺所5645-1 飯田市 0265-52-2289
認定こども園　鼎みつば保育園 飯田市鼎名古熊2339 飯田市 0265-53-3277
認定こども園　上村保育園 飯田市上村856-18 飯田市 0260-36-2143
認定こども園　和田保育園 飯田市南信濃和田2596 飯田市 0260-34-2306
認定こども園　上郷西保育園 飯田市上郷黒田1488 飯田市 0265-22-2441
認定こども園　下久堅保育園 飯田市下久堅知久平940-2 飯田市 0265-29-8055
認定こども園　中村保育園 飯田市中村1840-1 飯田市 0265-25-7217



名称 所在地 設置主体 電話番号

認定こども園　上久堅保育園 飯田市上久堅7606 飯田市 0265-29-7053
認定こども園　川路保育園 飯田市川路3467-2 飯田市 0265-27-3202
認定こども園　山本保育園 飯田市山本3340-2 飯田市 0265-25-2440
ひなどり保育園 諏訪市高島4-1475 (福)おおぞら福祉会 0266-53-2408
聖ヨゼフ保育園諏訪 諏訪市四賀飯島7750 (福)聖母の会 0266-56-1800
中洲保育園 諏訪市大字中洲2570-7 諏訪市 0266-52-3870
赤沼保育園 諏訪市大字四賀1806-1 諏訪市 0266-53-0555
文出保育園 諏訪市大字豊田1324-1 諏訪市 0266-58-5970
きみいち保育園 諏訪市大字中洲4067-2 諏訪市 0266-58-3976
角間川保育園 諏訪市岡村2-9-26 諏訪市 0266-52-2242
角間新田保育園 諏訪市大字上諏訪13051-1 諏訪市 0266-58-2337
こなみ保育園 諏訪市大字湖南3210 諏訪市 0266-58-4303
城北保育園 諏訪市大和3-20-20 諏訪市 0266-52-0172
渋崎保育園 諏訪市渋崎1801-20 諏訪市 0266-52-5425
片羽保育園 諏訪市諏訪1-21-16 諏訪市 0266-52-2304
四賀保育園 諏訪市大字四賀410-1 諏訪市 0266-52-1482
豊田保育園 諏訪市大字豊田2428-5 諏訪市 0266-52-1823
城南保育園 諏訪市上川3-2240-1 諏訪市 0266-52-1164
神戸保育園 諏訪市大字四賀2994 諏訪市 0266-53-7671
みつばち保育園 須坂市大字塩川326-11 (社法)わらべ福祉会 026-246-2110
豊洲保育園 須坂市大字小河原2405-1 (社法)互念会 026-213-4140
やすらぎ保育園 須坂市大字日滝2887-1 (社法)睦会 026-247-0160
上高井保育園 須坂市本上町1355-1 (社法)仁慈協会 026-245-1041
さかた山風の子保育園 須坂市坂田218-2 (社法)わらべ福祉会 026-248-8920
相之島保育園 須坂市大字相之島391-1 須坂市 026-246-0975
井上保育園 須坂市大字幸高286-1 須坂市 026-245-0485
須坂千曲保育園 須坂市大字中島250-1 須坂市 026-245-1665
日野保育園 須坂市大字塩川188-9 須坂市 026-245-4094
須坂東部保育園 須坂市大字日滝1185-1 須坂市 026-245-0645
仁礼保育園 須坂市大字仁礼7-13 須坂市 026-248-2192
豊丘保育園 須坂市大字豊丘1066 須坂市 026-248-2118
須坂保育園 須坂市大字小山1274 須坂市 026-245-1841
高甫保育園 須坂市大字野辺1097-1 須坂市 026-245-4154
北旭ヶ丘保育園 須坂市大字小河原3133-1 須坂市 026-245-4041
ポッポの家保育園 小諸市与良町3-3-5 (福)愛育会 0267-23-3819
さくら保育園 小諸市六供1-7-1 (福)真応会 0267-23-1601
美里保育園 小諸市大字市662-10 小諸市 0267-22-1687
千曲保育園 小諸市大字山浦3190-1 小諸市 0267-22-0504
東保育園 小諸市大字八満70 小諸市 0267-22-2553
西保育園 小諸市大字滋野甲907-1　 小諸市 0267-22-4059
南保育園 小諸市大字御影新田1265-1 小諸市 0267-22-2090
南城森の保育園 小諸市甲1991番地 小諸市 0267-22-2400
伊那保育園 伊那市山寺3187 (福)花いちもんめ 0265-72-3486
つくしんぼ保育園 伊那市御園587-2 (福)みおつくし会 0265-78-4157
富県保育園 伊那市富県6562-1 伊那市 0265-72-5494
西春近北保育園 伊那市西春近199 伊那市 0265-72-3263
竜東保育園 伊那市狐島4255-2 伊那市 0265-72-4415
美篶西部保育園 伊那市美篶9598 伊那市 0265-78-2306
伊那北保育園 伊那市野底7913 伊那市 0265-78-3403
西春近南保育園 伊那市西春近7518-6　　　 伊那市 0265-72-3264
伊那西部保育園 伊那市小沢7788-3 伊那市 0265-73-4032
美篶保育園 伊那市美篶5437-2 伊那市 0265-72-6060
長谷保育園 伊那市長谷溝口1317　　 伊那市 0265-98-2291
高遠第２・第３保育園 伊那市高遠町藤澤2255 伊那市 0265-96-2102
高遠保育園 伊那市高遠町西高遠532 伊那市 0265-94-2209
手良保育園 伊那市手良野口253　　 伊那市 0265-78-3070
上の原保育園 伊那市上の原6066 伊那市 0265-72-0577
東春近保育園 伊那市東春近932 伊那市 0265-72-5837
竜南保育園 伊那市西町6328-1 伊那市 0265-72-5324
西箕輪保育園 伊那市西箕輪3900-138 伊那市 0265-78-3402
竜西保育園 伊那市荒井4408-2 伊那市 0265-72-6210
竜北保育園 伊那市山寺1499-7 伊那市 0265-72-4630
西箕輪南部保育園 伊那市西箕輪5044 伊那市 0265-73-4033
新山保育園 伊那市富県523 伊那市 0265-72-5492
福岡保育園 駒ヶ根市赤穂8180-9 (福)明鐘会 0265-83-2057
桜ヶ丘保育園 駒ヶ根市赤穂4462-1 (福)育桜会 0265-83-3640
中沢保育園 駒ヶ根市中沢2410 駒ヶ根市 0265-83-3743
すずらん保育園 駒ヶ根市赤穂6320 駒ヶ根市 0265-83-5008
経塚保育園 駒ヶ根市経塚16-27 駒ヶ根市 0265-83-7039



名称 所在地 設置主体 電話番号

東伊那保育園 駒ヶ根市東伊那5671-1 駒ヶ根市 0265-83-4019
赤穂保育園 駒ヶ根市上穂栄町16-12 駒ヶ根市 0265-83-3042
美須津保育園 駒ヶ根市赤穂11964-1 駒ヶ根市 0265-83-3447
北割保育園 駒ヶ根市赤穂912-1 駒ヶ根市 0265-83-3672
飯坂保育園 駒ヶ根市飯坂1-25-23 駒ヶ根市 0265-83-2094
ひよこ保育園 中野市東山1134-4 (福)こぶしの会 0269-24-5155
高丘保育園 中野市大字草間1502 中野市 0269-22-2731
たかやしろ保育園 中野市大字赤岩1525-2 中野市 0269-22-6611
みなみ保育園 中野市大字新野335-2 中野市 0269-26-2187
とよた保育園 中野市大字豊津3079-1　　 中野市 0269-38-2123
松川保育園 中野市大字中野1461-1 中野市 0269-22-2248
ひまわり保育園 中野市三好町1-6-12 中野市 0269-22-3324
平野保育園 中野市大字片塩41 中野市 0269-22-6302
ひらおか保育園 中野市大字間長瀬496-2 中野市 0269-26-2525
さくら保育園 中野市大字小田中119-1 中野市 0269-22-3244
大町市はなのき保育園 大町市大町3504-9 大町市 0261-22-0675
大町市あすなろ保育園 大町市常盤3601-18 大町市 0261-22-0727
大町市どんぐり保育園 大町市社4682-26 大町市 0261-22-2002
大町市みあさ保育園 大町市美麻11780-8 大町市 0261-29-2636
大町市かえで保育園 大町市大町2297-1 大町市 0261-22-0154
大町市たけのこ保育園 大町市八坂1073 大町市 0261-26-2018
大町市くるみ保育園 大町市大町5560-25 大町市 0261-22-5142
大町市しらかば保育園 大町市平9365-3 大町市 0261-22-1667
野あそび保育ささはら 茅野市湖東1298-1 (有)ネイチャーセンター 0266-76-2512
玉川どんぐり保育園 茅野市玉川2213-1 (福)信州福祉会 0266-82-5588
わかば保育園 茅野市宮川11020 (福)信州福祉会 0266-72-7016
北山保育園 茅野市北山4810-1 茅野市 0266-78-2330
中央保育園 茅野市本町東15-14 茅野市 0266-72-2602
湖東保育園 茅野市湖東5646-1 茅野市 0266-78-2637
小泉保育園 茅野市玉川927-243 茅野市 0266-72-7401
米沢保育園 茅野市米沢6160 茅野市 0266-72-6249
みどりヶ丘保育園 茅野市宮川8630-1 茅野市 0266-72-0333
宮川保育園 茅野市宮川4458-2 茅野市 0266-72-2601
豊平保育園 茅野市豊平2486-1 茅野市 0266-72-2925
宮川第二保育園 茅野市宮川1277-1 茅野市 0266-72-2589
中大塩保育園 茅野市中大塩8-12 茅野市 0266-72-3126
泉野保育園 茅野市泉野2650-1 茅野市 0266-79-3639
玉川保育園 茅野市玉川3439 茅野市 0266-72-3265
金沢保育園 茅野市金沢1164-1 茅野市 0266-72-2419
ちの保育園 茅野市塚原1-13-5 茅野市 0266-72-3076
みずほ保育園 塩尻市大字長畝260番地 塩尻市 0263-54-0103
妙義保育園 塩尻市大字洗馬2535番地1 塩尻市 0263-52-7821
高出保育園 塩尻市大字広丘高出1949番地1 塩尻市 0263-52-7819
吉田ひまわり保育園 塩尻市大字広丘吉田1150番地6 塩尻市 0263-58-0607
広丘西保育園 塩尻市大字広丘原新田279番地5 塩尻市 0263-85-5430
広丘南保育園 塩尻市大字広丘郷原1245番地1 塩尻市 0263-54-0482
日の出保育園 塩尻市大字広丘高出2073番地5 塩尻市 0263-52-7489
塩尻東保育園 塩尻市大字峰原173番地1 塩尻市 0263-52-7820
楢川保育園 塩尻市大字木曽平沢1490番地 塩尻市 0264-34-2320
片丘保育園 塩尻市大字片丘4933番地 塩尻市 0263-54-0486
大門保育園 塩尻市大門四番町7番13号 塩尻市 0263-54-0485
北小野保育園 塩尻市大字北小野2894番地1 塩尻市 0266-46-3602
吉田原保育園 塩尻市大字広丘吉田3037番地 塩尻市 0263-58-0608
宗賀中央保育園 塩尻市大字宗賀2411番地1 塩尻市 0263-53-3380
広丘野村保育園 塩尻市大字広丘野村1788番地80 塩尻市 0263-52-7818
よしだ保育園 塩尻市大字広丘吉田498番地2 (福)みのむし学園 0263-58-4326
里曲保育園 佐久市三分237-1 (福)里和会 0267-82-4523
岩村田北保育園 佐久市岩村田3606-9　　　 (福)いずみ会 0267-68-3030
佳里保育園 佐久市下小田切51-1 (福)里和会 0267-82-5269
野沢保育園 佐久市取出町491-2　　　 (福)春育会 0267-62-0634
小雀保育園 佐久市岩村田1158-10　　　 (福)湧泉会 0267-67-2287
臼田保育園 佐久市臼田2126-8 (福)臼田保育園 0267-82-2332
岸野保育園 佐久市伴野1792-1 (福)双緑会 0267-63-0123
聖愛保育園 佐久市原267-1 (福)長秀会 0267-62-1208
ひまわり保育園 佐久市瀬戸1177-13 (福)咲くひまわり会 0267-62-6495
城山保育園 佐久市平賀4195 佐久市 0267-78-3691
もちづき保育園 佐久市協和7430-1 佐久市 0267-54-7430
平根保育園 佐久市上平尾847-3　　　　 佐久市 0267-67-2094
中込第二保育園 佐久市中込1790 佐久市 0267-62-0432
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切原保育園 佐久市中小田切96 佐久市 0267-82-2180
中佐都保育園 佐久市塚原787-1 佐久市 0267-67-3419
高瀬保育園 佐久市鳴瀬1371 佐久市 0267-67-2155
あさしな保育園 佐久市御馬寄715-1 佐久市 0267-51-5005
大沢保育園 佐久市大沢789-1 佐久市 0267-62-1128
泉保育園 佐久市三塚300-2 佐久市 0267-62-1259
青沼保育園 佐久市入沢232-2 佐久市 0267-82-3110
東保育園 佐久市新子田880-2　　　 佐久市 0267-67-2271
田口保育園 佐久市田口3117 佐久市 0267-82-2602
岩村田保育園 佐久市岩村田5088 佐久市 0267-67-2281
中込第一保育園 佐久市中込3-24-5 佐久市 0267-62-0644
あかね北保育園 千曲市大字雨宮1673-1 (福)有明福祉会 026-273-2975
徳応院保育園 千曲市大字中201-2 (福)徳応院聖舎 026-273-3051
満照寺保育園 千曲市大字小島3064-1 (福)満照寺福祉会 026-272-0241
あかね保育園 千曲市大字屋代476 (福)有明福祉会 026-273-2415
戸倉保育園 千曲市大字戸倉2388 千曲市 026-276-5717
杭瀬下保育園 千曲市大字杭瀬下3-76 千曲市 026-273-2974
五加保育園 千曲市大字内川651 千曲市 026-275-1489
上山田保育園 千曲市大字上山田830 千曲市 026-275-1477
更級保育園 千曲市大字羽尾1809 千曲市 026-275-0943
八幡保育園 千曲市大字八幡3125-2 千曲市 026-272-1650
埴生保育園 千曲市大字寂蒔1035 千曲市 026-273-2382
桑原保育園 千曲市大字桑原1340-2 千曲市 026-274-1107
稲荷山保育園 千曲市大字稲荷山2131-1 千曲市 026-272-1315
屋代保育園 千曲市大字屋代2258-1 千曲市 026-272-1726
あんずの里保育園 千曲市大字生萓116番地1 千曲市 026-272-1731
海野保育園 東御市本海野575 (福)海野保育園 0268-62-2800
田中保育園 東御市田中459-2 東御市 0268-62-1602
滋野保育園 東御市滋野乙2023-1 東御市 0268-63-6468
祢津保育園 東御市祢津1262 東御市 0268-63-6816
北御牧保育園 東御市大日向102 東御市 0268-67-2093
和保育園 東御市和8017-2 東御市 0268-63-6529
有明の森認定こども園 安曇野市穂高有明2105-274 安曇野市 0263-83-2104
上川手認定こども園 安曇野市豊科田沢4917-1　　 安曇野市 0263-72-2285
有明あおぞら認定こども園 安曇野市穂高有明9511 安曇野市 0263-84-5020
豊科認定こども園 安曇野市豊科4553-15 安曇野市 0263-72-2305
南穂高認定こども園 安曇野市豊科南穂高2856 安曇野市 0263-72-1431
明科北認定こども園 安曇野市明科東川手872-1 安曇野市 0263-62-3954
豊科南部認定こども園 安曇野市豊科369-1 安曇野市 0263-72-0862
アルプス認定こども園 安曇野市豊科高家3259　 安曇野市 0263-72-1432
西穂高認定こども園 安曇野市穂高柏原5217　　 安曇野市 0263-82-5651
北穂高認定こども園 安曇野市穂高北穂高494-1 安曇野市 0263-82-6153
穂高認定こども園 安曇野市穂高9175　　 安曇野市 0263-82-6772
三郷南部認定こども園 安曇野市三郷温60-1 安曇野市 0263-77-2900
三郷北部認定こども園 安曇野市三郷明盛3365-1 安曇野市 0263-77-2393
三郷東部認定こども園 安曇野市三郷明盛1068-1 安曇野市 0263-77-2898
三郷西部認定こども園 安曇野市三郷小倉3484-1 安曇野市 0263-77-2416
堀金認定こども園 安曇野市堀金烏川2280 安曇野市 0263-72-2175
明科南認定こども園 安曇野市明科中川手2924-2 安曇野市 0263-62-3955
たつみ認定こども園 安曇野市豊科高家151-1 安曇野市 0263-72-5445
細萱保育園 安曇野市豊科南穂高3757-3 (福)明誠会 0263-72-2367
小海保育所 南佐久郡小海町大字小海4041-4 小海町 0267-92-2351
かわかみ保育園 南佐久郡川上村大字大深山79-4 川上村 0267-97-2141
南牧保育園 南佐久郡南牧村大字海尻1131-2 南牧村 0267-96-2129
野辺山保育園 南佐久郡南牧村大字板橋1006-4 南牧村 0267-98-2350
南相木村保育所 南佐久郡南相木村3478 南相木村 0267-78-2045
北相木村保育所 南佐久郡北相木村3306-1 北相木村 0267-77-2428
海瀬保育園 南佐久郡佐久穂町大字海瀬2543-1 佐久穂町 0267-86-2187
栄保育園 南佐久郡佐久穂町大字高野町228 佐久穂町 0267-86-2186
八千穂保育園 南佐久郡佐久穂町大字畑660 佐久穂町 0267-88-2252
軽井沢南保育園 北佐久郡軽井沢町大字発地2560-1 軽井沢町 0267-45-6516
軽井沢東保育園 北佐久郡軽井沢町軽井沢東42 軽井沢町 0267-42-3808
軽井沢西保育園 北佐久郡軽井沢町大字追分1341-78 軽井沢町 0267-45-1984
軽井沢中保育園 北佐久郡軽井沢町大字長倉3522-1 軽井沢町 0267-45-5557
たんぽぽ保育園 北佐久郡御代田町大字草越1173-1786 (福)蒲公英 0267-32-5396
杉の子幼稚園附属保育園つくしんぼ 北佐久郡御代田町大字御代田2743-1 (学)三嶋学園 0267-31-6360
やまゆり保育園 北佐久郡御代田町大字馬瀬口2091-6 御代田町 0267-32-2436
雪窓保育園 北佐久郡御代田町大字御代田4107-117 御代田町 0267-32-4166
たてしな保育園 北佐久郡立科町大字芦田2991-6 立科町 0267-56-0022



名称 所在地 設置主体 電話番号

青木村保育園 小県郡青木村大字田沢3294 青木村 0268-49-2063
ながと保育園 小県郡長和町長久保507-1 長和町 0268-68-2372
和田保育園 小県郡長和町和田1792 長和町 0268-88-2113
下諏訪町さくら保育園 諏訪郡下諏訪町214-16 下諏訪町 0266-75-1120
下諏訪町とがわ保育園 諏訪郡下諏訪町社6725-2 下諏訪町 0266-27-3315
下諏訪町みずべ保育園 諏訪郡下諏訪町4729-1 下諏訪町 0266-27-8781
富士見保育園 諏訪郡富士見町富士見4654 富士見町 0266-62-2422
本郷保育園 諏訪郡富士見町立沢5116-2 富士見町 0266-62-4130
西山保育園 諏訪郡富士見町富士見7507-3 富士見町 0266-62-4316
落合保育園 諏訪郡富士見町落合6203 富士見町 0266-62-2602
境保育園 諏訪郡富士見町境7749-2 富士見町 0266-64-2159
原村保育園 諏訪郡原村11587 原村 0266-79-3559
羽北保育園 上伊那郡辰野町大字伊那冨8230 辰野町 0266-41-4092
中央保育園 上伊那郡辰野町中央106 辰野町 0266-41-4091
新町保育園 上伊那郡辰野町大字伊那冨4915 辰野町 0266-41-4095
小野保育園 上伊那郡辰野町大字小野1946 辰野町 0266-46-2132
平出保育園 上伊那郡辰野町大字平出2784 辰野町 0266-41-4096
東部保育園 上伊那郡辰野町大字樋口2437 辰野町 0266-41-4098
松島保育園 上伊那郡箕輪町大字中箕輪10275-2 箕輪町 0265-79-2319･2364

長田保育園 上伊那郡箕輪町大字中箕輪2134-268 箕輪町 0265-79-8764
沢保育園 上伊那郡箕輪町大字中箕輪1890-1 箕輪町 0265-79-2612
上古田保育園 上伊那郡箕輪町大字大字中箕輪6031-3 箕輪町 0265-79-2790
三日町保育園 上伊那郡箕輪町大字三日町1456 箕輪町 0265-79-2100
東みのわ保育園 上伊那郡箕輪町大字東箕輪3229 箕輪町 0265-98-0807
木下保育園 上伊那郡箕輪町大字中箕輪13333-1 箕輪町 0265-79-0566
七久保保育園 上伊那郡飯島町七久保760-1 飯島町 0265-86-2724
飯島東部保育園 上伊那郡飯島町飯島587-2 飯島町 0265-86-3267
飯島保育園 上伊那郡飯島町飯島2844 飯島町 0265-86-2243
南原保育園 上伊那郡南箕輪村9645-1 南箕輪村 0265-78-5706
北部保育園 上伊那郡南箕輪村279 南箕輪村 0265-72-3645
中部保育園 上伊那郡南箕輪村3182 南箕輪村 0265-72-3647
西部保育園 上伊那郡南箕輪村1815-1 南箕輪村 0265-72-3644
南部保育園 上伊那郡南箕輪村7250 南箕輪村 0265-72-3648
みなかた保育所 上伊那郡中川村大草4607 中川村 0265-88-2104
片桐保育所 上伊那郡中川村片桐4268 中川村 0265-88-2564
宮田村西保育園 上伊那郡宮田村2820 宮田村 0265-85-3416
宮田村東保育園 上伊那郡宮田村6745 宮田村 0265-85-2275
双葉保育園 下伊那郡松川町元大島　1644-5 松川町 0265-36-4391
大島保育園 下伊那郡松川町大島　　1722 松川町 0265-36-4592
上片桐保育園 下伊那郡松川町上片桐　2197 松川町 0265-37-2201
名子中央保育園 下伊那郡松川町元大島3771 松川町 0265-36-4734
みつば保育園 下伊那郡高森町牛牧2520-2 高森町 0265-35-3326
下市田保育園 下伊那郡高森町下市田1043-1 高森町 0265-35-3324
山吹保育園 下伊那郡高森町山吹3746-4 高森町 0265-35-5147
富草保育園 下伊那郡阿南町富草3935 阿南町 0260-22-2109
新野保育園 下伊那郡阿南町新野2021-1 阿南町 0260-24-2050
大下条保育園 下伊那郡阿南町西條1210-1 阿南町 0260-22-3655
伍和保育園 下伊那郡阿智村伍和2363 阿智村 0265-43-3539
（智里西保育園） 下伊那郡阿智村智里4027-1 阿智村 0265-44-2036
智里東保育園 下伊那郡阿智村智里1689 阿智村 0265-43-2559
浪合保育園 下伊那郡阿智村浪合509 阿智村 0265-47-2022
あふち保育園 下伊那郡阿智村春日1888 阿智村 0265-43-5656
根羽村保育所 下伊那郡根羽村149 根羽村 0265-49-2152
下條保育所 下伊那郡下條村陽皐865 下條村 0260-27-2057
売木保育所 下伊那郡売木村687 売木村 0260-28-2258
天龍保育所 下伊那郡天龍村平岡618 天龍村 0260-32-2031
泰阜保育所 下伊那郡泰阜村3295-5 泰阜村 0260-26-2053
喬木中央保育園 下伊那郡喬木村6731 喬木村 0265-33-2409
喬木北保育園 下伊那郡喬木村3262 喬木村 0265-33-2364
喬木南保育園 下伊那郡喬木村13567 喬木村 0265-33-3043
豊丘北保育園 下伊那郡豊丘村大字河野7990 豊丘村 0265-35-4952
豊丘南保育園 下伊那郡豊丘村大字神稲6939 豊丘村 0265-35-7705
豊丘中央保育園 下伊那郡豊丘村大字神稲12368 豊丘村 0265-35-4953
大鹿保育所 下伊那郡大鹿村大河原414 大鹿村 0265-39-2010
上松保育園 木曽郡上松町緑町3-5 上松町 0264-52-2086
なぎそこども園 木曽郡南木曽町読書3912-37 南木曽町 0264-57-2324
蘭園 木曽郡南木曽町吾妻3565 南木曽町 0264-58-2332
田立園 木曽郡南木曽町田立1355 南木曽町 0573-75-2158
とちのみ保育園 木曽郡木祖村小木曽523 木祖村 0264-36-1150



名称 所在地 設置主体 電話番号

王滝村保育所 木曽郡王滝村2823 王滝村 0264-48-2549
大桑保育園 木曽郡大桑村須原979-1 大桑村 0264-55-3017
麻績保育園 東筑摩郡麻績村麻1252 麻績村 0263-67-2143
生坂保育園 東筑摩郡生坂村5296-1 生坂村 0263-69-3070
山形保育園 東筑摩郡山形村3875-2 山形村 0263-98-2035
やまのこ保育園 東筑摩郡山形村7128-1 (福)山の子会 0263‐98-5522
あさひ保育園 東筑摩郡朝日村大字古見1274-1 朝日村 0263-99-2362
坂井保育園 東筑摩郡筑北村坂井5882 筑北村 0263-67-2153
筑北ひまわり保育園 東筑摩郡筑北村坂北2305 筑北村 0263-66-2043
認定こども園会染保育園 北安曇郡池田町大字会染9014-8 池田町 0261-85-5508
認定こども園池田保育園 北安曇郡池田町大字池田2420-1 池田町 0261-62-2043
認定こども園松川北保育園 北安曇郡松川村57-1 松川村 0261-62-3530
認定こども園松川南保育園 北安曇郡松川村5651-11　 松川村 0261-62-5578
しろうま保育園 北安曇郡白馬村大字北城6509 白馬村 0261-72-3088
認定こども園小谷村保育園 北安曇郡小谷村大字千国乙3433 小谷村 0261-82-2170
村上保育園 埴科郡坂城町大字上平　1540 坂城町 0268-82-2229
南条保育園 埴科郡坂城町大字南条2003-18 坂城町 0268-82-3630
坂城保育園 埴科郡坂城町大字坂城　6204 坂城町 0268-82-2111
つすみ保育園 上高井郡小布施町大字　中松711 小布施町 026-247-2044
わかば保育園 上高井郡小布施町大字　小布施1200-3 小布施町 026-247-3342
聖徳保育園 上高井郡高山村大字高井2906-4 （福）りんどう会 026-248-7719
たかやま保育園 上高井郡高山村大字高井468 高山村 026-245-6842
よませ保育園 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬2970 山ノ内町 0269-33-0987
かえで保育園 下高井郡山ノ内町大字平穏3094-1 山ノ内町 0269-33-4334
ほなみ保育園 下高井郡山ノ内町大字佐野1058 山ノ内町 0269-33-0543
志賀高原保育園 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 山ノ内町 0269-34-2808
（泉保育園） 下高井郡山ノ内町大字佐野2623-3 山ノ内町
すがかわ保育園 下高井郡山ノ内町大字　夜間瀬8597 山ノ内町 0269-33-6931
おひさま保育園 下高井郡木島平村大字往郷2995-1 木島平村 0269-82-1515
富士里保育園 上水内郡信濃町大字穂波446 信濃町 026-255-3416
柏原保育園 上水内郡信濃町大字柏原2571-1 信濃町 026-255-3740
野尻保育園 上水内郡信濃町大字野尻275 信濃町 026-258-2345
古間保育園 上水内郡信濃町大字富濃2058 信濃町 026-255-2201
小川村保育園 上水内郡小川村大字　高府13011 小川村 026-269-3585
南部保育園 上水内郡飯綱町大字　　豊野1550-1 飯綱町 026-253-7153
さみずっ子保育園 上水内郡飯綱町大字　普光寺170-4 飯綱町 026-253-8800
りんごっ子保育園 上水内郡飯綱町大字　柳里467 飯綱町 026-253-1201
栄村北信保育園 下水内郡栄村大字北信　70 栄村 0269-87-3070
（秋山保育所） 下水内郡栄村大字堺　18281 栄村 0257-67-2202
（東部保育園） 下水内郡栄村大字堺16711 栄村


