
386-0012 上田市中央6-5-39　上田市役所  健康こども未来部保育課内

℡ 0268-23-5132

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 泉田保育園 ｲｽﾞﾐﾀﾞ 386-1106 上田市小泉１－８ 0268-22-5163

2 公立 浦里保育園 ｳﾗｻﾄ 386-1544 上田市仁古田１７１ 0268-31-2058

3 公立 神科第一保育園 ｶﾐｼﾅﾀﾞｲ1 386-0002 上田市住吉７０７－２ 0268-22-0597

4 公立 神科第二保育園 ｶﾐｼﾅﾀﾞｲ2 386-0005 上田市古里１３７－６ 0268-22-0598

5 公立 川辺保育園 ｶﾜﾍﾞ 386-1102 上田市上田原５１８ 0268-22-5029

6 公立 神川保育園 ｶﾝｶﾞﾜ 386-0155 上田市蒼久保1212-1 0268-35-0349

7 公立 北保育園 ｷﾀ 386-0027 上田市常磐城５―７―２５ 0268-22-3475

8 公立 国分保育園 ｺｸﾌﾞ 386-0016 上田市国分７４５－イ 0268-27-0105

9 公立 さなだ保育園 ｻﾅﾀﾞ 386-2201 上田市真田町長６３０１ 0268-72-2050

10 公立 塩川保育園 ｼｵｶﾞﾜ 386-0401 上田市塩川１４５８ 0268-35-0034

11 公立 塩尻保育園 ｼｵｼﾞﾘ 386-0042 上田市上塩尻１９５―１ 0268-22-3476

12 公立 塩田北保育園 ｼｵﾀﾞｷﾀ 386-1322 上田市小島１２２ 0268-38-2636

13 公立 塩田中央保育園 ｼｵﾀﾞﾁｭｳｵｳ 386-1325 上田市中野４１９－１ 0268-38-2512

14 公立 下之条保育園 ｼﾓﾉｼﾞｮｳ 386-1101 上田市下之条８０１―イ 0268-27-2986

15 公立 城下保育園 ｼﾛｼﾀ 386-0032 上田市諏訪形９３４ 0268-22-0887

16 公立 すがだいら保育園 ｽｶﾞﾀﾞｲﾗ 386-2204 上田市菅平高原１２２３－３９２ 0268-74-2160

17 公立 そえひ保育園 ｿｴﾋ 386-2203 上田市真田町傍陽６２９３ 0268-73-2532

18 公立 武石保育園 ﾀｹｼ 386-0503 上田市下武石７５２ 0268-85-2113

19 公立 ちぐさ幼稚園 ﾁｸﾞｻ 386-0401 上田市塩川２６２０ 0268-35-0652

20 公立 東部保育園 ﾄｳﾌﾞ 386-0018 上田市常田３―４―３４ 0268-22-0682

21 公立 長瀬保育園 ﾅｶﾞｾ 386-0407 上田市長瀬２４６６ 0268-42-2401

22 公立 中丸子保育園 ﾅｶﾏﾙｺ 386-0405 上田市中丸子１８５２－５ 0268-42-2644

23 公立 南部保育園 ﾅﾝﾌﾞ 386-0018 上田市常田１－５－１ 0268-22-7108

24 公立 西内保育園 ﾆｼｳﾁ 386-0322 上田市西内８ 0268-44-2200

25 公立 西塩田保育園 ﾆｼｼｵﾀﾞ 386-1433 上田市手塚１０８６―３ 0268-38-2609

26 公立 東塩田保育園 ﾋｶﾞｼｼｵﾀﾞ 386-1211 上田市下之郷８０６―３ 0268-38-2552

27 公立 豊殿保育園 ﾎｳﾃﾞﾝ 386-0151 上田市芳田９８２－３ 0268-22-6802

28 公立 まるこ保育園 ﾏﾙｺ 386-0404 上田市上丸子895 0268-42-5755

29 公立 室賀保育園 ﾑﾛｶﾞ 386-1542 上田市下室賀２３３６－１ 0268-31-2142

30 公立 依田保育園 ﾖﾀﾞ 386-0411 上田市生田４９５３－２ 0268-42-2423

31 私立 認定こども園あそびの森あきわ ｱｷﾜ 386-0041 上田市秋和８６４―３ 0268-27-8820

32 私立 あゆみ保育園 ｱﾕﾐ 386-0005 上田市古里８２４―８ 0268-23-0503

33 私立 認定こども園かんぎおん ｶﾝｷﾞｵﾝ 386-0027 上田市常磐城３―７―４８ 0268-22-1595

34 私立 甘露保育園 ｶﾝﾛ 386-0012 上田市中央５―９―２９ 0268-22-7665

35 私立 聖ミカエル保育園 ｾｲﾐｶｴﾙ 386-0012 上田市中央３―１６―１ 0268-22-1361

36 私立 常田保育園 ﾄｷﾀﾞ 386-0018 上田市常田２―３０―１７ 0268-22-1520

37 私立 認定こども園にしおか ﾆｼｵｶ 386-0151 上田市芳田１４１１―１ 0268-35-1157

38 私立 認定こども園芙蓉園 ﾌﾖｳ 386-0011 上田市中央北２―７―５１ 0268-22-1147

39 私立 認定こども園みのり保育園 ﾐﾉﾘ 386-0034 上田市中之条５０１－１０ 0268-22-0465

40 私立 認定こども園三好町保育園 ﾐﾖｼﾁｮｳ 386-0032 上田市諏訪形１１６９―１ 0268-25-1160

389-0115

℡ 0267-45-1984

公立・
私立 施設名 フリガナ 郵便番号 所在地 電話番号

上　田　市　保　育　連　盟

北　佐　久　保　育　連　絡　会
北佐久郡軽井沢町大字追分1341-78　軽井沢西保育園内



1 公立 軽井沢中保育園 ｶﾙｲｻﾞﾜﾅｶ 389-0111 北佐久郡軽井沢町大字長倉３５２２－１ 0267-45-5557

2 公立 軽井沢西保育園 ｶﾙｲｻﾞﾜﾆｼ 389-0115 北佐久郡軽井沢町大字追分１３４１－７８ 0267-45-1984

3 公立 軽井沢東保育園 ｶﾙｲｻﾞﾜﾋｶﾞｼ 389-0104 北佐久郡軽井沢町軽井沢東４２ 0267-42-3808

4 公立 軽井沢南保育園 ｶﾙｲｻﾞﾜﾐﾅﾐ 389-0113 北佐久郡軽井沢町大字発地２５６０－１ 0267-45-6516

5 公立 やまゆり保育園 ﾔﾏﾕﾘ 389-0207 北佐久郡御代田町大字馬瀬口２０９１－６ 0267-32-2436

6 公立 雪窓保育園 ﾕｷﾏﾄﾞ 389-0206 北佐久郡御代田町大字御代田４１０７－１１７ 0267-32-4166

7 公立 たてしな保育園 ﾀﾃｼﾅ 384-2305 北佐久郡立科町大字芦田２９９１－６ 0267-56-0022

8 私立 たんぽぽ保育園 ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ 389-0202 北佐久郡御代田町大字草越１１７３－１７８６ 0267-32-5396

384-0083

℡ 0267-22-1687

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 千曲保育園 ﾁｸﾏ 384-0807 小諸市山浦３１９０―１ 0267-22-0504

2 公立 南城森の保育園 ﾅﾝｼﾞｮｳ 384-0801 小諸市甲 1991 0267-22-2400

3 公立 西保育園 ﾆｼ 384-0809 小諸市滋野甲９０７―１ 0267-22-4059

4 公立 東保育園 ﾋｶﾞｼ 384-0051 小諸市八満７０ 0267-22-2553

5 公立 美里保育園 ﾐｻﾄ 384-0083 小諸市市６６２－１０ 0267-22-1687

6 公立 南保育園 ﾐﾅﾐ 384-0808 小諸市御影新田１２６５－１ 0267-22-2090

7 私立 さくら保育園 ｻｸﾗ 384-0027 小諸市六供１―７―１ 0267-23-1601

8 私立 ポッポの家保育園 ﾎﾟｯﾎﾟﾉｲｴ 384-0006 小諸市与良町３―３―５ 0267-23-3819

385-8501

℡ 0267-62-3149

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 青沼保育園 ｱｵﾇﾏ 384-0621 佐久市入沢２３２－２ 0267-82-3110

2 公立 あさしな保育園 ｱｻｼﾅ 384-2103 佐久市御馬寄７１５－１ 0267-51-5005

3 公立 泉保育園 ｲｽﾞﾐ 385-0055 佐久市三塚３００―２ 0267-62-1259

4 公立 岩村田保育園 ｲﾜﾑﾗﾀﾞ 385-0022 佐久市岩村田５０８８ 0267-67-2281

5 公立 大沢保育園 ｵｵｻﾜ 385-0045 佐久市大沢789-1 0267-62-1128

6 公立 切原保育園 ｷﾘﾊﾗ 384-0305 佐久市中小田切９６ 0267-82-2180

7 公立 城山保育園 ｼﾞｮｳﾔﾏ 385-0034 佐久市平賀4195 0267-78-3691

8 公立 高瀬保育園 ﾀｶｾ 385-0016 佐久市鳴瀬１３７１ 0267-67-2155

9 公立 田口保育園 ﾀｸﾞﾁ 384-0412 佐久市田口３１１７ 0267-82-2602

10 公立 中込第一保育園 ﾅｶｺﾞﾐﾀﾞｲ1 385-0051 佐久市中込３丁目２４－５ 0267-62-0644

11 公立 中込第二保育園 ﾅｶｺﾞﾐﾀﾞｲ2 385-0051 佐久市中込１７９０ 0267-62-0432

12 公立 中佐都保育園 ﾅｶｻﾄ 385-0025 佐久市塚原７８７―１ 0267-67-3419

13 公立 東保育園 ﾋｶﾞｼ 385-0007 佐久市新子田８８０―２ 0267-67-2271

14 公立 平根保育園 ﾋﾗﾈ 385-0002 佐久市上平尾８４７―３ 0267-67-2094

15 公立 もちづき保育園 ﾓﾁﾂﾞｷ 384-2204 佐久市協和7430－1 0267-54-7430

16 私立 岩村田北保育園 ｲﾜﾑﾗﾀﾞｷﾀ 385-0022 佐久市岩村田３６０６―９ 0267-68-3030

17 私立 臼田保育園 ｳｽﾀﾞ 384-0301 佐久市臼田２１２６－８ 0267-82-2332

18 私立 岸野保育園 ｷｼﾉ 385-0061 佐久市伴野１７９２―１ 0267-63-0123

19 私立 小雀保育園 ｺｽｽﾞﾒ 385-0022 佐久市岩村田１１５８－１０ 0267-67-2287

20 私立 里曲保育園 ｻﾄﾜ 384-0413 佐久市三分２３７－１ 0267-82-4523

21 私立 聖愛保育園 ｾｲｱｲ 385-0052 佐久市原２６７―１ 0267-62-1208

22 私立 野沢保育園 ﾉｻﾞﾜ 385-0043 佐久市取出町４９１ー２ 0267-62-0634

23 私立 ひまわり保育園 ﾋﾏﾜﾘ 385-0035 佐久市瀬戸１１７７－１３ 0267-62-6495

佐久市中込3056　佐久市役所子育て支援課内

小諸市市662-10　美里保育園内

佐 久 市 保 育 協 会

小 諸 市 保 育 協 会



24 私立 佳里保育園 ﾖｼｻﾄ 384-0303 佐久市下小田切５１－１ 0267-82-5269

〒386-1601

℡ 0268-49-2063

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 青木村保育園 ｱｵｷﾑﾗ 386-1601 小県郡青木村大字田沢３２９４ 0268-49-2063

2 公立 ながと保育園 ﾅｶﾞﾄ 386-0602 小県郡長和町長久保５０７－１ 0268-68-2372

3 公立 和田保育園 ﾜﾀﾞ 386-0701 小県郡長和町和田１７９２ 0268-88-2113

389-0592

℡ 0268-64-5903

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 和保育園 ｶﾉｳ 389-0505 東御市和８０１７－２ 0268-63-6815

2 公立 北御牧保育園 ｷﾀﾐﾏｷ 389-0404 東御市大日向１０２ 0268-67-2093

3 公立 滋野保育園 ｼｹﾞﾉ 389-0512 東御市滋野乙２０２３－１ 0268-63-6468

4 公立 田中保育園 ﾀﾅｶ 389-0516 東御市田中459－2 0268-62-1602

5 公立 袮津保育園 ﾈﾂ 389-0506 東御市袮津１２６２ 0268-63-6816

6 私立 海野保育園 ｳﾝﾉ 389-0518 東御市本海野５７５ 0268-62-2800

〒384-0503

℡ 0267-86-2１８７

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 かわかみ保育園 ｶﾜｶﾐ 384-1405 南佐久郡川上村大深山７９-４ 0267-97-2141

2 公立 北相木保育所 ｷﾀｱｲｷ 384-1201 南佐久郡北相木村３３０６－１ 0267-77-2428

3 公立 小海保育園 ｺｳﾐ 384-1102 南佐久郡小海町大字小海４０４１－４ 0267-92-2351

4 公立 海瀬保育園 ｶｲｾﾞ 384-0503 南佐久郡佐久穂町海瀬2543-1 0267-86-2187

5 公立 栄保育園 ｻｶｴ 384-0613 南佐久郡佐久穂町高野町２２８ 0267-86-2186

6 公立 八千穂保育園 ﾔﾁﾎ 384-0701 南佐久郡佐久穂町畑６６０ 0267-88-2252

7 公立 南相木村保育所 ﾐﾅﾐｱｲｷ 384-1211 南佐久郡南相木村３４７８ 0267-78-2045

8 公立 野辺山保育園 ﾉﾍﾞﾔﾏ 384-1305 南佐久郡南牧村板橋１００６－4 0267-98-2350

9 公立 南牧保育園 ﾐﾅﾐﾏｷ 384-1301 南佐久郡南牧村海尻１１３１－２ 0267-96-2129

小 県 郡 保 育 所 運 営 協 議 会 小県郡青木村大字田沢3294　青木村保育園内

南 佐 久 保 育 協 会

東 御 市 保 育 協 会 東御市県281-2　東御市役所子育て支援課内

南佐久郡佐久穂町海瀬2543-1　海瀬保育園内


