
〒389-2292

℡ 0269-62-3111

公立・
私立 施設名 フリガナ 郵便番号 所在地 電話番号

1 公立 秋津保育園 ｱｷﾂ 389-2255 飯山市静間２３５８ 0269-62-0476

2 公立 いずみだい保育園 ｲｽﾞﾐﾀﾞｲ 389-2252 飯山市小佐原６７６２ 0269-62-5889

3 公立 木島保育園 ｷｼﾞﾏ 389-2233 飯山市野坂田８４９ 0269-62-5888

4 公立 しろやま保育園 ｼﾛﾔﾏ 389-2253 飯山市飯山２９１０―１ 0269-62-5595

5 公立 とがり保育園 ﾄｶﾞﾘ 389-2411 飯山市豊田４９３１－１ 0269-65-4250

6 公立 常盤保育園 ﾄｷﾜ 389-2414 飯山市常盤５２５６－５ 0269-62-5804

7 公立 瑞穂保育園 ﾐｽﾞﾎ 389-2322 飯山市瑞穂１１１２ 0269-65-2515

8 私立 めぐみ保育園 ﾒｸﾞﾐ 389-2254 飯山市南町２６―１７ 0269-62-2129

〒382-0837

℡ 026-245-6842

公立・
私立 施設名 フリガナ 郵便番号 所在地 電話番号

1 公立 たかやま保育園 ﾀｶﾔﾏ 382-0837 上高井郡高山村大字高井４６８ 026-245-6842

2 公立 つすみ保育園 ﾂｽﾐ 381-0209 上高井郡小布施町大字中松７１１ 026-247-2044

3 公立 わかば保育園 ﾜｶﾊﾞ 381-0201 上高井郡小布施町大字小布施１２００－３ 026-247-3342

〒389-1314

℡ 026-255-3416

公立・
私立 施設名 フリガナ 郵便番号 所在地 電話番号

1 公立 さみずっ子保育園 ｻﾐｽﾞｯｺ 389-1206 上水内郡飯網町大字普光寺170-4 026-253-8800

2 公立 南部保育園 ﾅﾝﾌﾞ 389-1212 上水内郡飯網町豊野１５５０－１ 026-253-7153

3 公立 りんごっ子保育園 ﾘﾝｺﾞｯｺ 389-1222 上水内郡飯網町柳里４６７ 026-253-1201

4 公立 小川村保育園 ｵｶﾞﾜﾑﾗ 381-3302 上水内郡小川村大字高府１３０１１ 026-269-3585

5 公立 柏原保育園 ｶｼﾜﾊﾞﾗ 389-1305 上水内郡信濃町柏原２５７１－１ 026-255-3740

6 公立 野尻保育園 ﾉｼﾞﾘ 389-1303 上水内郡信濃町野尻２７５ 026-258-2345

7 公立 富士里保育園 ﾌｼﾞｻﾄ 389-1314 上水内郡信濃町穂波４４６ 026-255-3416

8 公立 古間保育園 ﾌﾙﾏ 389-1312 上水内郡信濃町富濃２０５８ 026-255-2201

〒382-8511 須坂市大字須坂1528-1  須坂市こども課内
℡ 026-248-9026

公立・
私立 施設名 フリガナ 郵便番号 所在地 電話番号

1 公立 相之島保育園 ｱｲﾉｼﾏ 382-0065 須坂市相之島３９１－１ 026-246-0975

2 公立 井上保育園 ｲﾉｳｴ 382-0047 須坂市幸高２８６－１ 026-245-0485

3 公立 北旭ケ丘保育園 ｷﾀｱｻﾋｶﾞｵｶ 382-0002 須坂市小河原３１３３―１ 026-245-4041

4 公立 須坂保育園 ｽｻﾞｶ 382-0087 須坂市東横町１２７４ 026-245-1841

5 公立 須坂千曲保育園 ｽｻﾞｶﾁｸﾏ 382-0055 須坂市中島町２５０－１ 026-245-1665

6 公立 須板東部保育園 ｽｻﾞｶﾄｳﾌﾞ 382-0016 須板市大字日滝１１８５－１ 026-245-0645

飯 山 市 保 育 園 連 盟 飯山市大字飯山1110-1 飯山市教育委員会子ども育成課内

上 高 井 郡 保 育 協 会 上高井郡高山村大字高井468　たかやま保育園内

上 水 内 郡 保 育 所 運 営 協 議 会 上水内郡信濃町穂波４４６　富士里保育園内

須 坂 市 保 育 園 連 盟



7 公立 高甫保育園 ﾀｶﾎ 382-0037 須坂市野辺１０９７―１ 026-245-4154

8 公立 豊丘保育園 ﾄﾖｵｶ 382-0021 須坂市豊丘１０６６ 026-248-2118

9 公立 仁礼保育園 ﾆﾚ 382-0034 須坂市仁礼７－13 026-248-2192

10 公立 日野保育園 ﾋﾉ 382-0052 須坂市塩川１８８－９ 026-245-4094

11 私立 上高井保育園 ｶﾐﾀｶｲ 382-0086 須坂市本上町１３５５―１ 026-245-1041

12 私立 さかた山風の子保育園 ｻｶﾀﾔﾏｶｾﾞﾉｺ 382-0026 須坂市坂田町２１８－２ 026-248-8920

13 私立 豊洲保育園 ﾄﾖｽ 382-0071 須坂市小河原町２４０５―１ 026-213-4140

14 私立 みつばち保育園 ﾐﾂﾊﾞﾁ 382-0052 須坂市塩川町326-11 026-246-2110

15 私立 やすらぎ保育園 ﾔｽﾗｷﾞ 382-0011 須坂市大字日滝字寺窪２８８７―１ 026-247-0160

〒387-8511

℡ 026-273-1111

公立・
私立 施設名 フリガナ 郵便番号 所在地 電話番号

1 公立 坂城保育園 ｻｶｷ 389-0601 埴科郡坂城町坂城６２０４ 0268-82-2111

2 公立 南条保育園 ﾐﾅﾐｼﾞｮｳ 389-0603 埴科郡坂城町南条２００３－１８ 0268-82-3630

3 公立 村上保育園 ﾑﾗｶﾐ 389-0605 埴科郡坂城町上平１５４０ 0268-82-2229

4 公立 あんずの里保育園 ｱﾝｽﾞﾉｻﾄ 387-0003 千曲市生萱１16-1 026-272-1731

5 公立 稲荷山保育園 ｲﾅﾘﾔﾏ 387-0021 千曲市稲荷山２１３１―1 026-272-1315

6 公立 上山田保育園 ｶﾐﾔﾏﾀﾞ 389-0822 千曲市上山田８３０ 026-275-1477

7 公立 杭瀬下保育園 ｸｲｾｹ 387-0011 千曲市杭瀬下３－７６ 026-273-2974

8 公立 桑原保育園 ｸﾜﾊﾞﾗ 387-0024 千曲市桑原１３４０－２ 026-274-1107

9 公立 五加保育園 ｺﾞｶ 389-0802 千曲市内川６５１ 026-275-1489

10 公立 更級保育園 ｻﾗｼﾅ 389-0812 千曲市羽尾１８０９ 026-275-0943

11 公立 戸倉保育園 ﾄｸﾞﾗ 389-0804 千曲市戸倉２３８８ 026-276-5717

12 公立 埴生保育園 ﾊﾆｭｳ 387-0016 千曲市寂蒔１０３５ 026-273-2382

13 公立 屋代保育園 ﾔｼﾛ 387-0007 千曲市屋代２２５８－１ 026-272-1726

14 公立 八幡保育園 ﾔﾜﾀ 387-0023 千曲市八幡３１２５―２ 026-272-1650

15 公立 更埴子育て支援センター ｺｳｼｮｸｺｿﾀﾞﾃ 387-0011 千曲市杭瀬下３丁目18 026-273-6180

16 公立 上山田子育て支援センター ｶﾐﾔﾏﾀﾞｺｿﾀﾞﾃ 389-0822 千曲市上山田825-2 026-275-6017

17 私立 あかね保育園 ｱｶﾈ 387-0007 千曲市屋代４７６ 026-273-2415

18 私立 あかね北保育園 ｱｶﾈｷﾀ 387-0001 千曲市雨宮１６７３－１ 026-273-2975

19 私立 徳応院保育園 ﾄｸｵｳｲﾝ 387-0017 千曲市中２０１－２ 026-273-3051

20 私立 満照寺保育園 ﾏﾝｼｮｳｼﾞ 387-0013 千曲市小島３０６４－１ 026-272-0241

〒383-8614

℡ 0269-22-2111

公立・
私立 施設名 フリガナ 郵便番号 所在地 電話番号

1 公立 さくら保育園 ｻｸﾗ 383-0037 中野市小田中１１９－１ 0269-22-3244

2 公立 高丘保育園 ﾀｶｵｶ 383-0053 中野市草間１５０２ 0269-22-2731

3 公立 たかやしろ保育園 ﾀｶﾔｼﾛ 383-0004 中野市赤岩１５２５－２ 0269-22-6611

4 公立 とよた保育園 ﾄﾖﾀ 389-2101 中野市大字豊津3079-1 0269-38-2123

ち く ま 保 育 協 会 千曲市杭瀬下2-1　千曲市保育課

中 野 市 保 育 協 会 中野市三好町1-13-19　中野市役所保育課内



5 公立 ひまわり保育園 ﾋﾏﾜﾘ 383-0025 中野市三好町１―６―１２ 0269-22-3324

6 公立 ひらおか保育園 ﾋﾗｵｶ 383-0063 中野市間長瀬４９６－２ 0269-26-2525

7 公立 平野保育園 ﾋﾗﾉ 383-0046 中野市片塩４１ 0269-22-6302

8 公立 松川保育園 ﾏﾂｶﾜ 383-0013 中野市中野１４６１―１ 0269-22-2248

9 公立 みなみ保育園 ﾐﾅﾐ 383-0034 中野市新野３３５－２ 0269-26-2187

10 私立 ひよこ保育園 ﾋﾖｺ 383-0024 中野市東山１１３４―４ 0269-24-5155

〒380-8512

℡ 026-224-8032

公立・
私立 施設名 フリガナ 郵便番号 所在地 電話番号

1 公立 青木島保育園 ｱｵｷｼﾞﾏ 381-2205 長野市青木島町大塚１３６１ 026-285-2551

2 公立 安茂里保育園 ｱﾓﾘ 380-0952 長野市宮沖３０９６―３ 026-228-6075

3 公立 加茂保育園 ｶﾓ 380-0873 長野市新諏訪１－１１－３１ 026-232-7064

4 公立 鬼無里保育園 ｷﾅｻ 381-4301 長野市鬼無里１６０－４ 026-256-2582

5 公立 共和保育園 ｷｮｳﾜ 381-2235 長野市篠ノ井小松原２３２２－１５ 026-292-0613

6 公立 後町保育園 ｺﾞﾁｮｳ 380-0845 長野市西後町６１４―６ 026-232-0333

7 公立 山王保育園 ｻﾝﾉｳ 380-0826 長野市北石堂町１０２４ー２ 026-226-7670

8 公立 塩崎保育園 ｼｵｻﾞｷ 388-8014 長野市篠ノ井塩崎２１８４－１ 026-292-2276

9 公立 昭和保育園 ｼｮｳﾜ 381-2226 長野市川中島町今井１８６９―２ 026-284-4479

10 公立 信州新町保育園 ｼﾝｼｭｳｼﾝﾏﾁ 381-2406 長野市信州新町里穂刈４２３－１ 026-262-2316

11 公立 西部保育園 ｾｲﾌﾞ 388-8012 長野市篠ノ井二ツ柳７７９ 026-293-1049

12 公立 象山保育園 ｿﾞｳｻﾞﾝ 381-1231 長野市松代町松代１４２１―３ 026-278-2085

13 公立 中央保育園 ﾁｭｳｵｳ 388-8006 長野市篠ノ井御幣川２８４―２ 026-292-0342

14 公立 寺尾保育園 ﾃﾗｵ 381-1213 長野市松代町小島田３５７１ 026-278-3648

15 公立 東部保育園 ﾄｳﾌﾞ 388-8002 長野市篠ノ井東福寺７４５ 026-293-0944

16 公立 とがくし保育園 ﾄｶﾞｸｼ 381-4102 長野市戸隠豊岡１５４１ 026-254-3393

17 公立 豊栄保育園 ﾄﾖｻｶ 381-1222 長野市松代町豊栄２７９８―１ 026-278-2162

18 公立 豊野さつき保育園 ﾄﾖﾉｻﾂｷ 389-1106 長野市豊野町石２２３５－１ 026-257-2486

19 公立 豊野ひがし保育園 ﾄﾖﾉﾋｶﾞｼ 389-1103 長野市豊野町大倉２１９６ 026-257-2484

20 公立 認定こども園なかじょう保育園 ﾅｶｼﾞｮｳ 381-3203 長野市中条２７７０ 026-268-3529

21 公立 長沼保育園 ﾅｶﾞﾇﾏ 381-0002 長野市津野４６２―１ 026-296-9753

22 公立 七二会保育園 ﾅﾆｱｲ 381-3163 長野市七二会己９９７ 026-229-2620

23 公立 東条保育園 ﾋｶﾞｼｼﾞｮｳ 381-1221 長野市松代町東条２４４８―１ 026-278-5100

24 公立 保科保育園 ﾎｼﾅ 381-0102 長野市若穂保科４９７２－４ 026-282-3133

25 公立 真島保育園 ﾏｼﾏ 381-2204 長野市真島町真島１４２５―１ 026-284-3637

26 公立 柳町保育園 ﾔﾅｷﾞﾏﾁ 380-0803 長野市三輪１―２―８ 026-241-7894

27 公立 綿内保育園 ﾜﾀｳﾁ 381-0101 長野市若穂綿内６７３４－３ 026-282-2357

長野市鶴賀緑町1613  長野市こども未来部保育・幼稚園課内長 野 市 保 育 研 究 会



〒380-0813

℡ 026-232-0080

公立・
私立 施設名 フリガナ 郵便番号 所在地 電話番号

1 私立 青池保育園 ｱｵｲｹ 388-8016 長野市篠ノ井有旅３６９２ 026-293-2635

2 私立 秋葉保育園 ｱｷﾊﾞ 380-0813 長野市緑町１５９４ 026-232-7692

3 私立 浅川中央保育園 ｱｻｶﾜﾁｭｳｵｳ 381-0064 長野市浅川東条１７７―３ 026-241-4496

4 私立 おはなし屋保育園 ｵﾊﾅｼﾔ 381-0041 長野市徳間1-14-2 026-215-1201

5 私立 芋井保育園 ｲﾓｲ 380-0885 長野市大字桜５９９ 026-232-8120

6 私立 かざぐるま保育園 ｶｻﾞｸﾞﾙﾏ 381-0042 長野市稲田２-４２―７ 026-241-6908

7 私立 風間保育園 ｶｻﾞﾏ 381-0023 長野市風間１９１０ー１ 026-221-5496

8 私立 上高田保育園 ｶﾐﾀｶﾀﾞ 381-0034 長野市高田米田１４４６―１ 026-227-6070

9 私立 川上保育園 ｶﾜｶﾐ 380-0802 長野市上松４―６―２６ 026-241-8866

10 私立 川中島保育園 ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ 381-2233 長野市川中島町上氷鉋１４６―１ 026-284-4069

11 私立 清野保育園 ｷﾖﾉ 381-1233 長野市松代清野９０―１ 026-278-7275

12 私立 栗田保育園 ｸﾘﾀ 380-0906 長野市大字鶴賀６１６－１ 026-226-6254

13 私立 小市こども園 ｺｲﾁ 380-0961 長野市安茂里小市３－８－１９ 026-228-6778

14 私立 小柴見保育園 ｺｼﾊﾞﾐ 380-0942 長野市小柴見２２８ 026-226-9008

15 私立 子供の園保育園 ｺﾄﾞﾓﾉｿﾉ 388-8007 長野市篠ノ井布施高田６８8―5 026-292-0673

16 私立 古牧東部保育園 ｺﾏｷﾄｳﾌﾞ 381-0024 長野市南長池８５８ 026-243-0470

17 私立 ころぽっくる保育園 ｺﾛﾎﾟｯｸﾙ 381-2221 長野市川中島町御厨１２５８－１ 026-286-6868

18 私立 済生会長野保育園 ｻｲｾｲｶｲﾅｶﾞﾉ 380-0803 長野市三輪８―４３―８ 026-232-6227

19 私立 下氷鉋保育園 ｼﾓﾋｶﾞﾉ 381-2211 長野市稲里町下氷鉋６８－１ 026-284-2137

20 私立 聖徳保育園 ｼｮｳﾄｸ 381-0081 長野市三才２１１４ 026-296-3523

21 私立 杉の子保育園 ｽｷﾞﾉｺ 388-8018 長野市篠ノ井西寺尾２７９８ 026-292-3413

22 私立 杉の子あぴっく保育園 ｽｷﾞﾉｺｱﾋﾟｯｸ 381-0021 長野市大字屋島２３３６―３４０ 026-222-0088

23 私立 杉の子第２保育園 ｽｷﾞﾉｺﾀﾞｲ2 381-0012 長野市柳原７０６ 026-244-8452

24 私立 杉の子第３保育園 ｽｷﾞﾉｺﾀﾞｲ3 388-8011 長野市篠ノ井布施五明４９６―６ 026-292-7887

25 私立 すずらん保育園 ｽｽﾞﾗﾝ 381-0057 長野市浅川西条８７１ 026-295-5203

26 私立 聖フランシスコ保育園 ｾｲﾌﾗﾝｼｽｺ 380-0814 長野市西鶴賀１４９１―１６ 026-232-4694

27 私立 芹田東部こども園 ｾﾘﾀﾄｳﾌﾞ 380-0911 長野市稲葉２２０８ 026-226-8332

28 私立 善光寺保育園 ｾﾞﾝｺｳｼﾞ 380-0801 長野市箱清水２－１２－１７ 026-232-6601

29 私立 丹波島こども園 ﾀﾝﾊﾞｼﾞﾏ 381-2247 長野市青木島３－１０－３ 026-284-2727

30 私立 たんぽぽ保育園 ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ 388-8006 長野市篠ノ井御幣川１１６０ 026-292-3023

31 私立 つましな保育園 ﾂﾏｼﾅ 380-0872 長野市妻科２９４―４ 026-234-2066

32 私立 認定こども園豊野みなみ ﾄﾖﾉﾐﾅﾐ 389-1105 長野市豊野町豊野４３０－６ 026-257-4599

33 私立 長野大橋保育園 ﾅｶﾞﾉｵｵﾊｼ 381-2205 長野市青木島町大塚４６３―４ 026-285-3788

34 私立 西条保育園 ﾆｼｼﾞｮｳ 381-1232 長野市松代町西条３６２３―１ 026-278-3728

長 野 市 私 立 保 育 協 会 長野市鶴賀緑町1594  若葉保育園内



35 私立 博愛保育園 ﾊｸｱｲ 380-0904 長野市大字鶴賀屋敷添２０２―１ 026-227-2204

36 私立 ひよし保育園 ﾋﾖｼ 388-8005 長野市篠ノ井横田８０５―４ 026-292-2285

37 私立 フレンドこども園 ﾌﾚﾝﾄﾞ 381-2226 長野市川中島町今井１３４４―４ 026-284-4315

38 私立 北条保育園 ｷﾀｼﾞｮｳ 381-0034 長野市大字高田字北条９４－５ 026-243-1703

39 私立 まきば保育園 ﾏｷﾊﾞ 381-1226 長野市松代温泉３３０―１ 026-278-8330

40 私立 松ケ丘保育園 ﾏﾂｶﾞｵｶ 380-0961 長野市安茂里小市１－３９－１６ 026-228-6173

41 私立 大豆島保育園 ﾏﾒｼﾞﾏ 381-0022 長野市大豆島６３８２ 026-221-1056

42 私立 御厨保育園 ﾐｸﾘﾔ 381-2221 長野市川中島町御厨８４３―１ 026-285-2033

43 私立 みらいく保育園 ﾐﾗｲｸ 381-0083 長野市西三才2280-1 026-262-1572

44 私立 三輪保育園 ﾐﾜ 380-0803 長野市三輪８―６―３１ 026-232-7213

45 私立 吉田保育園 ﾖｼﾀﾞ 381-0043 長野市吉田３―１６―１６ 026-244-3362

46 私立 雷鳥保育園 ﾗｲﾁｮｳ 381-0087 長野市田子２３０―１ 026-296-7428

47 私立 りんどう保育園 ﾘﾝﾄﾞｳ 380-0803 長野市三輪５―４４―１２ 026-232-1773

48 私立 若葉保育園 ﾜｶﾊﾞ 380-0813 長野市緑町１５９４ 026-232-8210

〒389-2702

℡ 0269-87-3070

公立・
私立 施設名 フリガナ 郵便番号 所在地 電話番号

1 公立 かえで保育園 ｶｴﾃﾞ 381-0401 下高井郡山ノ内町大字平穏3094-1 0269-33-4334

2 公立 志賀高原保育園 ｼｶﾞｺｳｹﾞﾝ 381-0401 下高井郡山ノ内町大字平穏７１４８ 0269-34-2808

3 公立 すがかわ保育園 ｽｶﾞｶﾜ 381-0405 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬８５９７ 0269-33-6931

4 公立 ほなみ保育園 ﾎﾅﾐ 381-0402 下高井郡山ノ内町大字佐野１０５８ 0269-33-0543

5 公立 よませ保育園 ﾖﾏｾ 381-0405 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬２９７０ 0269-33-0987

6 公立 おひさま保育園 ｵﾋｻﾏ 389-2302 下高井郡木島平村２９９５-1 0269-82-1515

7 公立 認定こども園のざわこども園 ﾉｻﾞﾜ 389-2502 下高井郡野沢温泉村大字豊郷９８４６－５ 0269-85-2505

8 公立 北信保育園 ﾎｸｼﾝ 389-2702 下水内郡栄村大字北信70 0269-87-3070

北 信 保 育 連 盟 下水内郡栄村大字北信70　北信保育園内


