飯

田

市

保

育

協

会

〒395-8501

飯田市大久保町2534 飯田市役所子育て支援課内

℡

0265-22-4511

施設名

フリガナ

郵便番号

所在地

電話番号

1 公立 鼎みつば保育園

ｶﾅｴﾐﾂﾊﾞ

395-0804

飯田市鼎名古熊２３３９

0265-53-3277

2 公立 上郷西保育園

ｶﾐｻﾄﾆｼ

395-0004

飯田市上郷黒田１４８８

0265-22-2441

3 公立 上久堅保育園

ｶﾐﾋｻｶﾀ

399-2611

飯田市上久堅７６０６

0265-29-7053

4 公立 上村保育園

ｶﾐﾑﾗ

399-1403

飯田市上村８５６―１８

0260-36-2143

5 公立 川路保育園

ｶﾜｼﾞ

399-2431

飯田市川路３４６７―２

0265-27-3202

6 公立 座光寺保育園

ｻﾞｺｳｼﾞ

395-0001

飯田市座光寺１７１６

0265-22-1147

7 公立 下久堅保育園

ｼﾓﾋｻｶﾀ

399-2603

飯田市下久堅知久平９４０―２

0265-29-8055

8 公立 龍江保育園

ﾀﾂｴ

399-2221

飯田市龍江４６８０

0265-27-3681

9 公立 竜丘保育園

ﾀﾂｵｶ

399-2565

飯田市桐林３７８

0265-26-8417

10 公立 殿岡保育園

ﾄﾉｵｶ

395-0154

飯田市下殿岡１０２０

0265-25-3707

11 公立 中村保育園

ﾅｶﾑﾗ

395-0156

飯田市中村１８４０―１

0265-25-7217

12 公立 松尾東保育園

ﾏﾂｵﾋｶﾞｼ

395-0822

飯田市松尾寺所5645－1

0265-52-2289

13 公立 丸山保育園

ﾏﾙﾔﾏ

395-0071

飯田市今宮町２－１１３－２

0265-22-2077

14 公立 三穂保育園

ﾐﾎ

399-2434

飯田市伊豆木５４５１―１４

0265-27-3774

15 公立 山本保育園

ﾔﾏﾓﾄ

395-0244

飯田市山本３３４０―２

0265-25-2440

16 公立 和田保育園

ﾜﾀﾞ

399-1311

飯田市南信濃和田２５９６

0260-34-2306

17 私立 あすなろ保育園

ｱｽﾅﾛ

395-0152

飯田市育良町3－１５－２

0265-23-4656

18 私立 飯田子供の園保育園

ｲｲﾀﾞｺﾄﾞﾓﾉｿﾉ 395-0027

飯田市馬場町３―５０１

0265-22-1389

19 私立 飯田中央保育園

ｲｲﾀﾞﾁｭｳｵｳ

395-0041

飯田市中央通り２―９

0265-22-4134

20 私立 飯田仏教保育園

ｲｲﾀﾞﾌﾞｯｷｮｳ

395-0054

飯田市箕瀬町１―２４５３

0265-24-0402

21 私立 伊賀良保育園

ｲｶﾞﾗ

395-0157

飯田市大瀬木１１０３

0265-25-7123

22 私立 育良保育園

ｲｸﾗ

395-0151

飯田市北方１３０

0265-23-5873

23 私立 鼎あかり保育園

ｶﾅｴｱｶﾘ

395-0801

飯田市鼎中平2010-1

0265-23-2341

24 私立 上郷なかよし保育園

ｶﾐｻﾄﾅｶﾖｼ

395-0002

飯田市上郷飯沼2000-1

0265-22-2440

25 私立 さくら保育園

ｻｸﾗ

395-0244

飯田市山本６００－１

0265-28-1050

26 私立 慈光保育園

ｼﾞｺｳ

395-0082

飯田市宮の前４４１０―１

0265-23-1390

27 私立 慈光松尾保育園

ｼﾞｺｳﾏﾂｵ

395-0825

飯田市松尾城３７９６-３

0265-22-2244

28 私立 高松保育園

ﾀｶﾏﾂ

395-0004

飯田市上郷黒田２３６

0265-22-4095

29 私立 千代保育園

ﾁﾖ

399-2222

飯田市千代９３２－５

0265-59-2144

30 私立 時又保育園

ﾄｷﾏﾀ

399-2563

飯田市時又３２９

0265-26-9208

31 私立 羽場保育園

ﾊﾊﾞ

395-0075

飯田市白山通り３－３５１－２

0265-23-1388

32 私立 風越保育園

ﾌｳｴﾂ

395-0077

飯田市丸山町２―６７２８

0265-22-2389

33 私立 明星保育園

ﾐｮｳｼﾞｮｳ

395-0807

飯田市鼎切石３９２８

0265-24-8020

会

〒396-0005

伊那市野底7913 伊那北保育園内

公立・私立

伊

那

市

保

育

協

℡
公立・私立

施設名

1 公立 伊那北保育園

0265-78-2942

フリガナ

郵便番号

所在地

電話番号

ｲﾅｷﾀ

396-0005

伊那市野底７９１３

0265-78-2942

2 公立 上の原保育園

ｳｴﾉﾊﾗ

396-0008

伊那市大字上の原６０６６

0265-72-0577

3 公立 高遠保育園

ﾀｶﾄｵ

396-0211

伊那市高遠町西高遠５３２

0265-94-2209

4 公立 高遠第２・３保育園

ﾀｶﾄｵﾀ`ｲ2･3 396-0301

伊那市高遠町藤沢２２５５

0265-96-2102

5 公立 手良保育園

ﾃﾗ

396-0003

伊那市手良野口２５３

0265-78-3070

6 公立 富県保育園

ﾄﾐｶﾞﾀ

396-0621

伊那市富県６５６２－１

0265-72-5494

7 公立 新山保育園

ﾆｲﾔﾏ

396-0621

伊那市富県北新５２３

0265-72-5492

8 公立 西春近北保育園

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀ

399-4431

伊那市西春近小出一区１９９

0265-72-3263

9 公立 西春近南保育園

ﾆｼﾊﾙﾁｶﾐﾅﾐ

399-4431

伊那市西春近表木７５１８－６

0265-72-3264

10 公立 西箕輪保育園

ﾆｼﾐﾉﾜ

399-4501

伊那市西箕輪３９００－１３８

0265-78-3402

11 公立 西箕輪南部保育園

ﾆｼﾐﾉﾜﾅﾝﾌﾞ

399-4501

伊那市西箕輪上戸５０４４

0265-73-4033

12 公立 長谷保育園

ﾊｾ

396-0402

伊那市長谷溝口１３１７

0265-98-2291

13 公立 東春近保育園

ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶ

399-4432

伊那市東春近中組９３５

0265-72-5837

14 公立 美篶保育園

ﾐｽｽﾞ

396-0111

伊那市美篶中県５４３７―２

0265-72-6060

15 公立 美篶西部保育園

ﾓｽｽﾞｾｲﾌﾞ

396-0111

伊那市美篶下川手９５９８

0265-78-2306

16 公立 竜西保育園

ﾘｭｳｻｲ

396-0025

伊那市荒井4408-2

0265-72-6210

17 公立 竜東保育園

ﾘｭｳﾄｳ

396-0014

伊那市狐島４２６１

0265-72-4415

18 公立 竜南保育園

ﾘｭｳﾅﾝ

396-0026

伊那市西町６３２８

0265-72-5324

19 公立 竜北保育園

ﾘｭｳﾎｸ

396-0023

伊那市山寺１４９９－７

0265-72-4630

20 私立 伊那保育園

ｲﾅ

396-0021

伊那市山寺３１８７

0265-72-3486

21 私立 つくしんぼ保育園

ﾂｸｼﾝﾎﾞ

396-0022

伊那市伊那御園５８７－２

0265-78-4157

会

〒394-8510

岡谷市幸町8-1岡谷市役所健康福祉部子ども課内

岡

谷

市

保

育

協

℡
フリガナ

郵便番号

所在地

電話番号

1 公立 あやめ保育園

ｱﾔﾒ

394-0034

岡谷市湖畔１―１０―３

0266-22-2680

2 公立 今井保育園

ｲﾏｲ

394-0011

岡谷市長地６１８９―１

0266-22-2935

3 公立 小口保育園

ｵｸﾞﾁ

394-0022

岡谷市銀座１―４―１８

0266-22-2489

4 公立 長地保育園

ｵｻﾁ

394-0087

岡谷市長地鎮１－７－２９

0266-27-4194

5 公立 川岸保育園

ｶﾜｷﾞｼ

394-0047

岡谷市川岸中２－７－１４

0266-22-3829

6 公立 神明保育園

ｼﾝﾒｲ

394-0004

岡谷市神明町４－４－１１

0266-22-4555

7 公立 つるみね保育園

ﾂﾙﾐﾈ

394-0048

岡谷市川岸上３―１４―１３

0266-22-2911

8 公立 夏明保育園

ﾅﾂｱｹ

394-0046

岡谷市川岸西１－１８－１６

0266-22-3861

9 公立 成田保育園

ﾅﾙﾀ

394-0042

岡谷市成田町２―１０―６

0266-22-2464

10 公立 西堀保育園

ﾆｼﾎﾞﾘ

394-0024

岡谷市堀ノ内１―６―４

0266-22-7670

11 公立 みなと保育園

ﾐﾅﾄ

394-0044

岡谷市湊３－６―５０

0266-22-3566

12 公立 横川保育園

ﾖｺｶﾜ

394-0089

岡谷市長地出早３－４－１６

0266-28-1180

13 私立 聖ヨゼフ保育園岡谷

ｾｲﾖｾﾞﾌ

394-0005

岡谷市山下町１―１―３７

0266-24-1477

14 私立 ひまわり保育園

ﾋﾏﾜﾘ

394-0081

岡谷市長地権現町２ー８－３０

0266-27-2816

公立・私立

施設名

0266-23-4811

上 伊 那 郡 保 育 協 会

〒399-3705

上伊那郡飯島町大字七久保761-1 七久保保育園内

℡
フリガナ

郵便番号

所在地

電話番号

1 公立 宮田こうめ保育園

ﾐﾔﾀﾞｺｳﾒ

399-4301

上伊那郡宮田村中越６７４５

0265-85-2109

2 公立 宮田西保育園

ﾐﾔﾀﾞﾆｼ

399-4301

上伊那郡宮田村南割２８２０

0265-85-3416

3 公立 宮田東保育園

ﾐﾔﾀﾞﾋｶﾞｼ

399-4301

上伊那郡宮田村中越６７４５

0265-85-2275

4 公立 羽北保育園

ｳﾎﾞｸ

399-0428

上伊那郡辰野町大字伊那富８２３０

0266-41-4092

5 公立 小野保育園

ｵﾉ

399-0601

上伊那郡辰野町大字小野１９４６

0266-46-2132

6 公立 新町保育園

ｼﾝﾏﾁ

399-0428

上伊那郡辰野町大字伊那富４９１５

0266-41-4095

7 公立 中央保育園

ﾁｭｳｵｳ

399-0427

上伊那郡辰野町中央１０６

0266-41-4091

8 公立 東部保育園

ﾄｳﾌﾞ

399-0425

上伊那郡辰野町大字樋口２４３７

0266-41-4098

9 公立 平出保育園

ﾋﾗﾃﾞ

399-0422

上伊那郡辰野町大字平出２７８４－１

0266-41-4096

10 公立 片桐保育園

ｶﾀｷﾞﾘ

399-3802

上伊那郡中川村大字片桐４２６８

0265-88-2564

11 公立 みなかた保育園

ﾐﾅｶﾀ

399-3801

上伊那郡中川村大字大草４６０７

0265-88-2104

12 公立 西部保育園

ｾｲﾌﾞ

399-4511

上伊那郡南箕輪村大泉１８１５－１

0265-72-3644

13 公立 中部保育園

ﾁｭｳﾌﾞ

399-4511

上伊那郡南箕輪村北殿３１８２

0265-72-3647

14 公立 南部保育園

ﾅﾝﾌﾞ

399-4511

上伊那郡南箕輪村７２５０

0265-72-3648

15 公立 北部保育園

ﾎｸﾌﾞ

399-4511

上伊那郡南箕輪村久保２７９

0265-72-3645

16 公立 南原保育園

ﾐﾅﾐﾊﾗ

399-4511

上伊那郡南箕輪村南原９６４５－１

0265-78-5706

17 公立 飯島保育園

ｲｲｼﾞﾏ

399-3702

上伊那郡飯島町大字飯島２８４４

0265-86-2243

18 公立 飯島東部保育園

ｲｲｼﾞﾏﾄｳﾌﾞ

399-3702

上伊那郡飯島町大字飯島５８７－２

0265-86-3267

19 公立 七久保保育園

ﾅﾅｸﾎﾞ

399-3705

上伊那郡飯島町大字七久保７６０－１

0265-86-2724

20 公立 上古田保育園

ｶﾐﾌﾙﾀ

399-4601

上伊那郡箕輪町大字中箕輪６０３１－３

0265-79-2790

21 公立 木下北保育園

ｷﾉｼﾀｷﾀ

399-4601

上伊那郡箕輪町大字中箕輪１２３０９－１ 0265-79-2269

22 公立 木下南保育園

ｷﾉｼﾀﾐﾅﾐ

399-4601

上伊那郡箕輪町大字中箕輪１３３７５－１ 0265-79-7222

23 公立 沢保育園

ｻﾜ

399-4601

上伊那郡箕輪町大字中箕輪１８９０－１ 0265-79-2612

24 公立 長田保育園

ﾅｶﾞﾀ

399-4602

上伊那郡箕輪町大字中箕輪２１３４－２６８

0265-79-8764

25 公立 東みのわ保育園

ﾋｶﾞｼﾐﾉﾜ

399-4602

上伊那郡箕輪町大字東箕輪3229

0265-98-0807

26 公立 松島保育園

ﾏﾂｼﾏ

399-4601

上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０２７５－２ 0265-79-2319

27 公立 三日町保育園

ﾐｯｶﾏﾁ

399-4603

上伊那郡箕輪町大字三日町１４５６

〒399-4104

駒ケ根市経塚16-27 経塚保育園内

公立・私立

施設名

0265-86-2724

駒 ケ 根 市 保 育 協 会

0265-79-2100

℡
フリガナ

郵便番号

所在地

電話番号

1 公立 赤穂保育園

ｱｶﾎ

399-4115

駒ケ根市上穂栄町１６―１２

0265-83-3042

2 公立 赤穂南幼稚園

ｱｶﾎﾐﾅﾐ

399-4117

駒ヶ根市赤穂８８６３

0265-83-7037

3 公立 飯坂保育園

ｲｲｻﾞｶ

399-4102

駒ケ根市飯坂１―２５―２３

0265-83-2094

4 公立 北割保育園

ｷﾀﾜﾘ

399-4117

駒ケ根市赤穂９１２―１

0265-83-3672

5 公立 経塚保育園

ｷｮｳﾂﾞｶ

399-4104

駒ケ根市経塚16-27

0265-83-7039

6 公立 下平幼稚園

ｼﾓﾀﾞｲﾗ

399-4101

駒ヶ根市赤穂下平３８４４

0265-83-5689

7 公立 すずらん保育園

ｽｽﾞﾗﾝ

399-4117

駒ケ根市赤穂６３２０

0265-83-5008

公立・私立

施設名

0265-83-7039

8 公立 中沢保育園

ﾅｶｻﾞﾜ

399-4231

駒ケ根市中沢２４１０

0265-83-3743

9 公立 東伊那保育園

ﾋｶﾞｼｲﾅ

399-4321

駒ケ根市東伊那５６７１－１

0265-83-4019

10 公立 美須津保育園

ﾐｽﾂﾞ

399-4117

駒ケ根市赤穂１１９６４―１

0265-83-3447

11 私立 桜ケ丘保育園

ｻｸﾗｶﾞｵｶ

399-4117

駒ケ根市赤穂４４６２－１

0265-83-3640

12 私立 福岡保育園

ﾌｸｵｶ

399-4117

駒ケ根市赤穂８１８０－９

0265-83-2057

〒395-0034

飯田市追手町2-678 飯田合庁町村会内

下 伊 那 郡 保 育 協 会

℡
フリガナ

郵便番号

所在地

電話番号

1 公立 あふち保育園

ｱﾌﾁ

395-0301

下伊那郡阿智村春日１８８８

0265-43-5656

2 公立 伍和保育園

ｺﾞｶ

395-0302

下伊那郡阿智村伍和２３８６

0265-43-3539

3 公立 清内路保育園

ｾｲﾅｲｼﾞ

395-0401

下伊那郡阿智村清内路７２０

0265-46-2482

4 公立 智里西保育園

ﾁｻﾄﾆｼ

395-0304

下伊那郡阿智村智里４０３４－１５

0265-44-2036

5 公立 智里東保育園

ﾁｻﾄﾋｶﾞｼ

395-0304

下伊那郡阿智村智里１６８９

0265-43-2559

6 公立 浪合保育園

ﾅﾐｱｲ

395-0501

下伊那郡阿智村浪合５０９

0265-47-2022

7 公立 大下条保育園

ｵｵｼﾓｼﾞｮｳ

399-1504

下伊那郡阿南町西條１２１０－１

0260-22-3655

8 公立 富草保育園

ﾄﾐｸｻ

399-1505

下伊那郡阿南町富草３９５０

0260-22-2109

9 公立 新野保育園

ﾆｲﾉ

399-1612

下伊那郡阿南町新野２０２１－１

0260-24-2050

10 公立 下條保育所

ｼﾓｼﾞｮｳ

399-2102

下伊那郡下條村陽皐８６５

0260-27-2057

11 公立 喬木北保育園

ﾀｶｷﾞｷﾀ

395-1101

下伊那郡喬木村３２６２

0265-33-2364

12 公立 喬木中央保育園

ﾀｶｷﾞﾁｭｳｵｳ

395-1107

下伊那郡喬木村６７３１

0265-33-2409

13 公立 喬木南保育園

ﾀｶｷﾞﾐﾅﾐ

395-1106

下伊那郡喬木村１３５６７

0265-33-3043

14 公立 下市田保育園

ｼﾓｲﾁﾀﾞ

399-3103

下伊那郡高森町下市田１０４３

0265-35-3324

15 公立 みつば保育園

ﾐﾂﾊﾞ

399-3105

下伊那郡高森町牛牧２５２０

0265-35-3326

16 公立 山吹保育園

ﾔﾏﾌﾞｷ

399-3101

下伊那郡高森町山吹３７４６－４

0265-35-5147

17 公立 吉田保育園

ﾖｼﾀﾞ

399-3102

下伊那郡高森町吉田１２６１－１

0265-35-3330

18 公立 根羽村保育所

ﾈﾊﾞﾑﾗ

395-0701

下伊那郡根羽村１４９

0265-49-2152

19 公立 大島保育園

ｵｵｼﾏ

399-3304

下伊那郡松川町大島１７２２

0265-36-4592

20 公立 上片桐保育園

ｶﾐｶﾀｷﾞﾘ

399-3301

下伊那郡松川町上片桐２１９７

0265-37-2201

21 公立 名子中央保育園

ﾅｺﾞﾁｭｳｵｳ

399-3303

下伊那郡松川町元大島３７７１

0265-36-4734

22 公立 福与保育園

ﾌｸﾖ

399-3302

下伊那郡松川町生田５８９－３

0265-36-2510

23 公立 双葉保育園

ﾌﾀﾊﾞ

399-3303

下伊那郡松川町元大島１６６４－５

0265-36-4391

24 公立 泰阜保育所

ﾔｽｵｶ

399-1801

下伊那郡泰阜村３２９５－５

0260-26-2053

25 公立 大鹿保育所

ｵｵｼｶ

399-3502

下伊那郡大鹿村大河原４１４

0265-39-2010

26 公立 天龍保育所

ﾃﾝﾘｭｳ

399-1201

下伊那郡天龍村平岡６１８

0260-32-2031

27 公立 売木村保育所

ｳﾙｷﾞ

399-1601

下伊那郡売木村６８７

0260-28-2258

28 公立 平谷村保育所

ﾋﾗﾔﾑﾗ

395-0601

下伊那郡平谷村１０８１

0265-48-2741

29 公立 豊丘北保育園

ｷﾀ

399-3201

下伊那郡豊丘村河野７９９０

0265-35-4952

30 公立 豊丘中央保育園

ﾁｭｳｵｳ

399-320２

下伊那郡豊丘村神稲１２３６８

0265-35-4953

31 公立 豊丘南保育園

ﾐﾅﾐ

399-3202

下伊那郡豊丘村神稲６９３９

0265-35-7705

公立・私立

施設名

0265-22-0556

32 私立 吉田河原保育園

諏

訪

郡

保

育

協

ﾖｼﾀﾞｶﾞﾜﾗ

399-3102

下伊那郡高森町吉田２３１６－７

会

〒393-8501

諏訪郡下諏訪町4613-8 教育こども課子育て支援係

0265-35-6771

℡
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

393-0077

諏訪郡下諏訪町２１４－１６

0266-27-8764

2 公立 みずべ保育園

ﾐｽﾞﾍﾞ

393-0041

諏訪郡下諏訪町４７２９－１

0266-27-8781

3 公立 とがわ保育園

ﾄｶﾞﾜ

393-0093

諏訪郡下諏訪町社６７２５－２

0266-27-3315

4 公立 原村保育所

ﾊﾗﾑﾗ

391-0104

諏訪郡原村１１５８７

0266-79-3559

5 公立 境保育園

ｻｶｲ

399-0101

諏訪郡富士見町境７７４９－２

0266-64-2159

6 公立 富士見保育園

ﾌｼﾞﾐ

399-0211

諏訪郡富士見町富士見４６５４

0266-62-2422

7 公立 西山保育園

ﾆｼﾔﾏ

399-0211

諏訪郡富士見町富士見７５０７－３

0266-62-4316

8 公立 落合保育園

ｵﾁｱｲ

399-0214

諏訪郡富士見町落合６２０３

0266-62-2602

9 公立 本郷保育園

ﾎﾝｺﾞｳ

399-0212

諏訪郡富士見町立沢５１１６－２

0266-62-4130

〒392-8511

諏訪市高島1-22-30 諏訪市役所こども課保育所係内

公立・私立

諏

訪

施設名

0266-27-1111

市

保

育

協

会

℡
フリガナ

郵便番号

所在地

電話番号

1 公立 赤沼保育園

ｱｶﾇﾏ

392-0012

諏訪市四賀１８０６－１

0266-53-0555

2 公立 角間川保育園

ｶｸﾏｶﾞﾜ

392-0005

諏訪市岡村２―９―２６

0266-52-2242

3 公立 片羽保育園

ｶﾀﾊ

392-0004

諏訪市諏訪１－２１－１６

0266-52-2304

4 公立 きみいち保育園

ｷﾐｲﾁ

390-0015

諏訪市中洲4067-2

0266-58-3976

5 公立 神戸保育園

ｺﾞｳﾄﾞ

392-0012

諏訪市四賀２９９４

0266-53-7671

6 公立 こなみ保育園

ｺﾅﾐ

392-0131

諏訪市湖南３２１０

0266-58-4303

7 公立 四賀保育園

ｼｶﾞ

392-0012

諏訪市四賀４１０－１

0266-52-1482

8 公立 渋崎保育園

ｼﾌﾞｻﾞｷ

392-0010

諏訪市西渋崎１８０１－２０

0266-52-5425

9 公立 城南保育園

ｼﾞｮｳﾅﾝ

392-0021

諏訪市上川３－２２４０－１

0266-52-1164

10 公立 城北保育園

ｼﾞｮｳﾎｸ

392-0001

諏訪市大和３－２０－２０

0266-52-0172

11 公立 豊田保育園

ﾄﾖﾀﾞ

392-0016

諏訪市豊田2428-5

0266-52-1823

12 公立 中洲保育園

ﾅｶｽ

392-0015

諏訪市中洲2570-7

0266-52-3870

13 公立 文出保育園

ﾌﾐﾃﾞ

392-0016

諏訪市豊田１３２４－１

0266-58-5970

14 私立 ひなどり保育園

ﾋﾅﾄﾞﾘ

392-0022

諏訪市高島4-1475

0266-53-2408

〒391-8501

茅野市塚原2-6-1 茅野市教育委員会こども部幼児教育課内

公立・私立

茅

野

施設名

0266-52-4141

市

保

育

協

会

℡

0266-72-2101

1 公立 泉野保育園

ｲｽﾞﾐﾉ

391-0214

茅野市泉野２６５０―１

0266-79-3639

2 公立 金沢保育園

ｶﾅｻﾞﾜ

391-0012

茅野市金沢１１６４―１

0266-72-2419

3 公立 北山保育園

ｷﾀﾔﾏ

391-0301

茅野市北山４８１０―１

0266-78-2330

4 公立 小泉保育園

ｺｲｽﾞﾐ

391-0011

茅野市玉川９２７―２４３

0266-72-7401

5 公立 湖東保育園

ｺﾋｶﾞｼ

391-0211

茅野市湖東５６４６－１

0266-78-2637

6 公立 玉川保育園

ﾀﾏｶﾞﾜ

391-0011

茅野市玉川３４３９

0266-72-3265

7 公立 ちの保育園

ﾁﾉ

391-0002

茅野市塚原１―１３―５

0266-72-3076

8 公立 中央保育園

ﾁｭｳｵｳ

391-0003

茅野市本町東１５―１４

0266-72-2602

9 公立 豊平保育園

ﾄﾖﾋﾗ

391-0213

茅野市豊平２４８６－１

0266-72-2925

10 公立 中大塩保育園

ﾅｶｵｵｼｵ

391-0215

茅野市中大塩８―１２

0266-72-3126

11 公立 みどりヶ丘保育園

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ

391-0013

茅野市宮川８６３０－１

0266-72-0333

12 公立 宮川保育園

ﾐﾔｶﾞﾜ

391-0013

茅野市宮川４505-8

0266-72-2601

13 公立 宮川第二保育園

ﾐﾔｶﾞﾜﾀﾞｲ2

391-0013

茅野市宮川１２２７－１

0266-72-2589

14 公立 米沢保育園

ﾖﾈｻﾞﾜ

391-0215

茅野市米沢６１６０

0266-72-6249

15 私立 玉川どんぐり保育園

ﾀﾏｶﾞﾜﾄﾞﾝｸﾞﾘ 391-0011

茅野市玉川２２１３－１

0266-82-5588

16 私立

ｻｻﾊﾗ

391-0211

茅野市湖東1298-1

0266-76-2512

17 私立 よこうち保育園

ﾖｺｳﾁ

391-0001

茅野市ちの2576-1

0266-75-1120

18 私立 わかば保育園

ﾜｶﾊﾞ

391-0013

茅野市宮川１１０２０

0266-72-7016

認定こども園野あそび保育ささはら

