安 曇 野 市 保 育 協 会
フリガナ

郵便番号

安曇野市豊科6000番地 安曇野市子ども支援課内
℡ 0263-71-2256
所在地
電話番号

1 公立 明科北認定こども園

ｱｶｼﾅｷﾀ

399-7101

安曇野市明科東川手８７２－１

0263-82-3954

2 公立 明科南認定こども園

ｱｶｼﾅﾐﾅﾐ

399-7102

安曇野市明科中川手２７８９

0263-62-3955

3 公立 アルプス認定こども園

ｱﾙﾌﾟｽ

399-8204

安曇野市豊科高家３２５９

0263-72-1432

4 公立 上川手認定こども園

ｶﾐｶﾜﾃ

399-8203

安曇野市豊科田沢４９１７－１

0263-72-2285

5 公立 たつみ認定こども園

ﾀﾂﾐ

399-8204

安曇野市豊科高家１５１－１

0263-72-5445

6 公立 豊科認定こども園

ﾄﾖｼﾅ

399-8205

安曇野市豊科４５５３－１５

0263-72-2305

7 公立 豊科南部認定こども園

ﾄﾖｼﾅﾅﾝﾌﾞ

399-8205

安曇野市豊科369-1

0263-72-0862

8 公立 南穂高認定こども園

ﾐﾅﾐﾎﾀｶ

399-8201

安曇野市豊科南穂高２８５６

0263-72-1431

9 公立 有明あおぞら認定こども園

ｱﾘｱｹｱｵｿﾞﾗ

399-8301

安曇野市穂高有明９５１１

0263-84-5020

10 公立 有明の森認定こども園

ｱﾘｱｹﾉﾓﾘ

399-8301

安曇野市穂高有明２１０５－２７４

0263-83-2104

11 公立 北穂高認定こども園

ｷﾀﾎﾀｶ

399-8302

安曇野市穂高北穂高４９４－１

0263-82-6153

12 公立 西穂高認定こども園

ﾆｼﾎﾀｶ

399-8304

安曇野市穂高柏原５２１７

0263-82-5651

13 公立 穂高認定こども園

ﾎﾀｶ

399-8303

安曇野市穂高９１７５

0263-82-6772

14 公立 堀金認定こども園

ﾎﾘｶﾞﾈ

399-8211

安曇野市堀金烏川２２８０

0263-72-2175

15 公立 三郷西部認定こども園

ﾐｻﾄｾｲﾌﾞ

399-8103

安曇野市三郷小倉３４８４－１

0263-77-2416

16 公立 三郷東部認定こども園

ﾐｻﾄﾄｳﾌﾞ

399-8101

安曇野市三郷明盛１０６８－１

0263-77-2898

17 公立 三郷南部認定こども園

ﾐｻﾄﾅﾝﾌﾞ

399-8102

安曇野市三郷温６０－１

0263-77-2900

18 公立 三郷北部認定こども園

ﾐｻﾄﾎｸﾌﾞ

399-8101

安曇野市三郷明盛３３２４

0263-77-2393

19 私立 花園認定こども園

ﾊﾅｿﾞﾉ

399-8204

安曇野市豊科田沢6451-2

0263-72-4645

20 私立 細萱保育園

ﾎｿｶﾞﾔ

399-8201

安曇野市豊科南穂高３７５７－３

0263-72-2367

21 私立 認定やまぶきこども園

ﾔﾏﾌﾞｷ

399-8101

安曇野市三郷明盛1491

0263-77-1230

〒398-8601

大町市大字大町3887

フリガナ

郵便番号

所在地

大町市子育て支援課内
℡ 0261-22-0420
電話番号

1 公立 あすなろ保育園

ｱｽﾅﾛ

398-0004

大町市常盤３６０１―１８

0261-22-0727

2 公立 くるみ保育園

ｸﾙﾐ

398-0002

大町市大町５５６０―２５

0261-22-5142

3 公立 しらかば保育園

ｼﾗｶﾊﾞ

398-0001

大町市平９３６５－３

0261-22-1667

4 公立 たけのこ保育園

ﾀｹﾉｺ

399-7301

大町市八坂１０７３

0261-26-2018

5 公立 どんぐり保育園

ﾄﾞﾝｸﾞﾘ

398-0003

大町市社４６８２－２６

0261-22-2002

6 公立 はなのき保育園

ﾊﾅﾉｷ

398-0002

大町市大町３５０４-９

0261-22-0675

7 公立 みあさ保育園

ﾐｱｻ

399-9101

大町市美麻１１７８０－８

0261-29-2636

〒397-0002

木曽郡木曽町新開4236-5

公立・私立

施設名

大町市保育園連絡協議会
公立・私立

施設名

木 曽 郡 保 育 連 絡 協 議 会

〒399-8281

きそふくしま保育園内

℡
フリガナ

郵便番号

所在地

電話番号

1 公立 上松保育園

ｱｹﾞﾏﾂ

399-5606

木曽郡上松町緑町３―５

0264-52-2086

2 公立 王滝保育園

ｵｳﾀｷ

397-0201

木曽郡王滝村下条２８２３

0264-48-2549

3 公立 大桑保育園

ｵｵｸﾜ

399-5502

木曽郡大桑村須原９７９－１

0264-55-3017

4 公立 開田保育園

ｶｲﾀﾞ

397-0301

木曽郡木曽町開田高原末川２７９２

0264-42-1212

5 公立 きそふくしま保育園

ｷｿﾌｸｼﾏ

397-0002

木曽郡木曽町新開４２３６－５

0264-22-2204

6 公立 日義保育園

ﾋﾖｼ

399-6101

木曽郡木曽町日義１５９０－３

0264-26-2415

7 公立 三岳保育園

ﾐﾀｹ

397-0101

木曽郡木曽町三岳６４４５―２

0264-46-2152

公立・私立

施設名

0264-22-2204

8 公立 とちのみ保育園

ﾄﾁﾉﾐ

399-6203

木曽郡木祖村小木曽５２３

0264-36-1150

9 公立 蘭保育園

ｱﾗﾗｷﾞ

399-5302

木曽郡南木曽町吾妻３５６５

0264-58-2332

10 公立 田立保育園

ﾀﾀ`ﾁ

399-5303

木曽郡南木曽町田立１３５4

0573-75-2158

11 公立 読書保育園

ﾖﾐｶｷ

399-5301

木曽郡南木曽町読書３９１２－３７

0264-57-2324

〒399-9301

北安曇郡白馬村北城6509

北 安 曇 郡 保 育 園 連 盟

しろうま保育園内

℡
郵便番号

所在地

電話番号

1 公立 小谷村保育園

ｵﾀﾘ

399-9422

北安曇郡小谷村大字千国乙３４３３

0261-82-2170

2 公立 認定こども園会染保育園

ｱｲｿﾞﾒ

399-8602

北安曇郡池田町会染９０１４－８

0261-85-5508

3 公立 認定こども園池田保育園

ｲｹﾀﾞ

399-8601

北安曇郡池田町池田２４２０－１

0261-62-2043

4 公立 認定こども園松川北保育園

ﾏﾂｶﾜｷﾀ

399-8501

北安曇郡松川村５７－１

0261-62-3530

5 公立 認定こども園松川南保育園

ﾏﾂｶﾜﾐﾅﾐ

399-8501

北安曇郡松川村５６５１－１１

0261-62-5578

6 公立 しろうま保育園

ｼﾛｳﾏ

399-9301

北安曇郡白馬村北城６５０９

0261-72-3088

会

〒399-0738

塩尻市大門七番地3-3塩尻総合文化センター内こども教育部こども課内

塩

施設名

0261-72-3088

フリガナ

公立・私立

尻

市

保

育

℡
郵便番号

所在地

電話番号

1 公立 片丘保育園

ｶﾀｵｶ

399-0711

塩尻市片丘４９３３

0263-54-0486

2 公立 北小野保育園

ｷﾀｵﾉ

399-0651

塩尻市北小野２８９４－１

0266-46-3602

3 公立 塩尻東保育園

ｼｵｼﾞﾘﾋｶﾞｼ

399-0728

塩尻市大字峰原１７３－１

0263-52-7820

4 公立 宗賀中央保育園

ｿｳｶﾞﾁｭｳｵｳ

399-6461

塩尻市宗賀２４１１－１

0263-53-3380

5 公立 大門保育園

ﾀﾞｲﾓﾝ

399-0734

塩尻市大門四番町7－13

0263-54-0485

6 公立 高出保育園

ﾀｶｲﾃﾞ

399-0703

塩尻市広丘高出１９４９－１

0263-52-7819

7 公立 楢川保育園

ﾅﾗｶﾜ

399-6302

塩尻市木曽平沢１４９０

0264-34-2320

8 公立 日の出保育園

ﾋﾉﾃﾞ

399-0703

塩尻市大字広丘高出２０７３－５

0263-52-7489

9 公立 広丘西保育園

ﾋﾛｵｶﾆｼ

399-0706

塩尻市広丘原新田２７９－５

0263-85-5430

10 公立 広丘野村保育園

ﾋﾛｵｶﾉﾑﾗ

399-0702

塩尻市広丘野村１７８８―８０

0263-52-7818

11 公立 広丘南保育園

ﾋﾛｵｶﾐﾅﾐ

399-0704

塩尻市広丘郷原１２４５－１

0263-54-0482

12 公立 みずほ保育園

ﾐｽﾞﾎ

399-0715

塩尻市長畝２６０

0263-54-0103

13 公立 妙義保育園

ﾐｮｳｷﾞ

399-6462

塩尻市洗馬２５３５－１

0263-52-7821

14 公立 吉田原保育園

ﾖｼﾀﾞﾊﾗ

399-0701

塩尻市広丘吉田３０３７

0263-58-0608

15 公立 吉田ひまわり保育園

ﾖｼﾀﾞﾋﾏﾜﾘ

399-0701

塩尻市広丘吉田１１５０－６

0263-58-0607

16 私立 郷原つつじ保育園

ｺﾞｳﾊﾗ

399-0704

塩尻市大字広丘郷原1765-37

0263-52-8825

17 私立

ｻﾝ･ｻﾝ

399-0737

塩尻市大門八番町９－１０

0263-51-6214

18 私立 塩尻みらい保育園

ﾐﾗｲ

399-0706

塩尻市大字広丘原新田147-1

0263-88-5381

19 私立 よしだ保育園

ﾖｼﾀﾞ

399-0701

塩尻市広丘吉田４９８－2

0263-58-4326

〒399-7601

東筑摩郡筑北村坂北2305

東

筑

施設名

0263-52-0844(直)

フリガナ

公立・私立

サン・サンこども園グレイスフル塩尻

摩

郡

保

育

会

筑北ひまわり保育園

℡
施設名

0263-66-2043

フリガナ

郵便番号

所在地

電話番号

1 公立 あさひ保育園

ｱｻﾋ

390-1104

東筑摩郡朝日村大字古見1274-1

0263-99-2362

2 公立 生坂保育園

ｲｸｻｶ

399-7201

東筑摩郡生坂村5296-1

0263-69-3070

3 公立 麻績保育園

ｵﾐ

399-7701

東筑摩郡麻績村麻1252

0263-67-2143

4 公立 坂井保育園

ｻｶｲ

399-7711

東筑摩郡筑北村坂井5882

0263-67-2153

5 公立 筑北ひまわり保育園

ﾁｸﾎｸﾋﾏﾜﾘ

399-7601

東筑摩郡筑北村坂北2305

0263-66-2043

公立・私立

6 公立 山形保育園

ﾔﾏｶﾞﾀ

松 本 市 保 育 研 究 協 議 会

390-1301

東筑摩郡山形村3875-2

〒390-8620

松本市丸の内3-7松本市保育課内

0263-98-2035

℡
フリガナ

郵便番号

所在地

電話番号

1 公立 あがた保育園

ｱｶﾞﾀ

390-0812

松本市県１－９－３

0263-31-8650

2 公立 梓川西保育園

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾆｼ

390-1702

松本市梓川梓２３４８－7

0263-78-4070

3 公立 梓川東保育園

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾋｶﾞｼ 390-1701

松本市梓川倭５６６－１

0263-78-4080

4 公立 安曇保育園

ｱｽﾞﾐ

390-1504

松本市安曇２７４１

0263-94-2132

5 公立 井川城保育園

ｲｶﾞﾜｼﾞｮｳ

390-0831

松本市井川城1-7-32

0263-88-0611

6 公立 今井保育園

ｲﾏｲ

390-1131

松本市今井１２４６

0263-59-2612

7 公立 入山辺保育園

ｲﾘﾔﾏﾍﾞ

390-0222

松本市入山辺８７０４－３

0263-33-2063

8 公立 内田保育園

ｳﾁﾀﾞ

399-0023

松本市内田７５５－１

0263-58-2247

9 公立 渕東保育園

ｴﾝﾄﾞｳ

390-1401

松本市波田４１７９

0263-92-3915

10 公立 岡田保育園

ｵｶﾀﾞ

390-0315

松本市岡田町５０４－１

0263-46-1728

11 公立 柏木保育園

ｶｼﾜｷﾞ

390-1132

松本市空港東８９６０－３

0263-58-8724

12 公立 神田保育園

ｶﾝﾀﾞ

390-0822

松本市神田１－３－１

0263-25-4736

13 公立 神林保育園

ｶﾝﾊﾞﾔｼ

390-1243

松本市神林１４９８

0263-58-2760

14 公立 桐保育園

ｷﾘ

390-0871

松本市桐２―４―３８

0263-32-6735

15 公立 寿保育園

ｺﾄﾌﾞｷ

399-0026

松本市寿中２－３－１

0263-58-2884

16 公立 寿東保育園

ｺﾄﾌﾞｷﾋｶﾞｼ

399-0012

松本市大字寿白瀬渕２０９２

0263-58-4324

17 公立 小宮保育園

ｺﾐﾔ

390-0851

松本市島内１５５－２

0263-47-2007

18 公立 さくら保育園

ｻｸﾗ

390-0827

松本市出川１－５－１０

0263-26-1201

19 公立 笹部保育園

ｻｻﾍﾞ

390-0847

松本市笹部２―３―３

0263-25-1394

20 公立 里山辺保育園

ｻﾄﾔﾏﾍﾞ

390-0221

松本市里山辺２９６１―１

0263-33-2584

21 公立 島内保育園

ｼﾏｳﾁ

390-0851

松本市大字島内４９３２－１

0263-47-1069

22 公立 島立中央保育園

ｼﾏﾀﾞﾁﾁｭｳｵｳ

390-0852

松本市島立３３００

0263-47-1260

23 公立 白板保育園

ｼﾗｲﾀ

390-0863

松本市白板２－３－４

0263-32-2378

24 公立 中山保育園

ﾅｶﾔﾏ

390-0823

松本市中山４９７８

0263-58-4825

25 公立 渚保育園

ﾅｷﾞｻ

390-0841

松本市渚３―１―１８

0263-26-0865

26 公立 並柳保育園

ﾅﾐﾔﾅｷﾞ

390-0825

松本市並柳４－５－２

0263-25-5210

27 公立 南郷保育園

ﾅﾝｺﾞｳ

390-0804

松本市横田３－２３－１

0263-32-5456

28 公立 新村保育園

ﾆｲﾑﾗ

390-1241

松本市新村２２６３―1

0263-47-2177

29 公立 錦部保育園

ﾆｼｷﾍﾞ

399-7416

松本市七嵐８５－２

0263-64-3278

30 公立 のばら保育園

ﾉﾊﾞﾗ

390-0303

松本市浅間温泉２－９－２

0263-46-1877

31 公立 野溝保育園

ﾉﾐｿﾞ

399-0034

松本市野溝東２－１－２７

0263-25-9077

32 公立 乗鞍保育園

ﾉﾘｸﾗ

390-1511

松本市安曇４０１７－７

0263-93-2420

33 公立 波田中央保育園

ﾊﾀﾁｭｳｵｳ

390-1401

松本市波田１００９８－１

0263-92-3913

34 公立 波田ひがし保育園

ﾊﾀﾋｶﾞｼ

390-1401

松本市波田８１２８－１

0263-92-5740

35 公立 平田保育園

ﾋﾗﾀ

399-0014

松本市平田東３－１０－１

0263-58-2842

36 公立 双葉保育園

ﾌﾀﾊﾞ

399-7402

松本市会田６９６

0263-64-2314

37 公立 堀米保育園

ﾎﾘｺﾞﾒ

390-0852

松本市島立１０１１

0263-47-0180

38 公立 みつば保育園

ﾐﾂﾊﾞ

390-1401

松本市波田６８６１

0263-91-3111

39 公立 南松本保育園

ﾐﾅﾐﾏﾂﾓﾄ

390-0832

松本市南松本１―１３―２

0263-25-9076

40 公立 宮田保育園

ﾐﾔﾀ

399-0001

松本市宮田１７―１８

0263-25-5888

41 公立 村井保育園

ﾑﾗｲ

399-0036

松本市村井町南１－３４－４

0263-58-2446

公立・私立

施設名

0263-33-9857

42 公立 和田保育園

ﾜﾀﾞ

390-1242

松本市和田２２４０―３０

0263-47-0794

43 私立 小規模こども園坂元屋

ｻｶﾓﾄﾔ

390-0303

松本市浅間温泉3-31-30

0263-33-0310

44 私立 ドン・ボスコ保育園

ﾄﾞﾝ･ﾎﾞｽｺ

390-0803

松本市元町１―２―２０

0263-35-5511

45 私立 認定こども園深志

ﾌｶｼ

390-0815

松本市深志２―４―２７

0263-35-9187

46 私立 認定こども園ふたご

ﾌﾀｺﾞ

399-0033

松本市笹賀４９９２－１

0263-58-2196

47 私立 松本保育園

ﾏﾂﾓﾄ

399-0033

松本市笹賀3121

0263-58-8028

48 私立 松本やまびこ保育園

ﾏﾂﾓﾄﾔﾏﾋﾞｺ

399-0038

松本市小屋南１－８－１０

0263-58-1229

49 私立 山の子保育園

ﾔﾏﾉｺ

390-0221

松本市里山辺３７２８－３

0263-36-7711

50 私立 やよい認定こども園

ﾔﾖｲ

390-0846

松本市南原２―１１－５

0263-27-3377

51 私立 和敬保育園

ﾜｹｲ

390-0852

松本市島立4883

0263-47-0588

