
No. 校区 種別 園名 住　　所 電話番号

1 三瀬 私立 三瀬保育園 三瀬村三瀬2769番地 56-2058

2 北山 私立 北部保育園 富士町大字大串1045番地1 57-2440

3 富士 私立 南部保育園 富士町大字内野229番地2 63-0310

4 春日北 私立 保育園ひなた村自然塾 大和町大字久池井1368番地 62-4881

5 鍋島 私立 保育園ひなた村自然塾（分園） 鍋島六丁目12番19号 31-8676

6 春日北 私立 春日保育園 大和町大字尼寺1301番地 62-0062

8 久保泉 私立 和泉ふたば保育園 久保泉町大字上和泉1252番地2 98-2809

7 川上 私立 川上保育園 大和町大字川上5470番地1 62-1603

9 鍋島 私立 林檎の木保育園 鍋島町大字蛎久2381番地2 32-2904

10 鍋島 私立 尚賢保育園 鍋島町大字蛎久312番地3 30-6664

11 高木瀬 私立 城北保育園 高木瀬東六丁目10番32号 30-7363

13 兵庫 私立 あおぞら保育園 兵庫町大字藤木1465番地2 30-7372

12 高木瀬 公立 若葉保育所 日の出一丁目21番71号 30-2829

14 兵庫 私立 ちえんかん保育園 兵庫北四丁目15番37号 30-4073

18 開成 私立 鍋島保育園 開成一丁目3番1号 34-5577

15 神野 私立 掘江保育園 神野西二丁目2番10号 30-4713

17 若楠 私立 掘江保育園（分園） 若宮二丁目7番11号 36-8411

19 開成 私立 開成保育園 鍋島町大字八戸溝1578番地1 36-6114

20 兵庫 私立 兵庫保育園 兵庫町大字瓦町1096番地1 27-0820

21 勧興 私立 佐賀保育園 多布施二丁目2番30号 22-5670

22 勧興 公立 成章保育所 成章町5番21号 29-1025

25 新栄 私立 新栄保育園 鍋島町大字八戸1064番地 24-7700

23 循誘 公立 城東保育所 東佐賀町4番20号 23-3482

27 巨勢 私立 巨勢保育園 巨勢町大字牛島425番地12 26-4247

24 日新 公立 川原保育所 川原町4番44号 23-3549

26 日新 私立 中央保育園 与賀町30番1号 24-8021

28 北川副 私立 小部保育園 朝日町7番20号 29-9595

29 芙蓉 私立 光明保育園 蓮池町大字蓮池282番地 97-0118

31 嘉瀬 私立 嘉瀬保育園 嘉瀬町大字荻野65番地 24-0047

30 本庄 私立 城南保育園 本庄町大字袋126番地1 23-1912

33 思斉 私立 久保田保育園 久保田町大字新田3320番地1 68-2468

34 諸富南 私立 諸富保育園 諸富町大字山領465番地1 47-2257

35 諸富北 私立 なかよし保育園 諸富町大字諸富津109番地 47-4400

36 諸富南 私立 あかつき保育園 諸富町大字為重457番地 47-4783

37 東与賀 私立 東与賀保育園チャイルドハウス 東与賀町大字飯盛503番地2 45-6300

38 南川副 私立 みなみ保育園 川副町大字鹿江1513番地1 45-1313

認定こども園
1 金立 幼稚園型 金立幼稚園・保育園 金立町大字金立2467番地 98-1070

2 金立 幼稚園型 千布幼稚園　千布こども園 金立町大字千布2142番地1 98-2041

3 川上 幼保連携型 川上こども園 大和町大字東山田1857番地1 62-0082

4 高木瀬 幼保連携型 そらいろこども園 高木瀬大字長瀬2490番地1 37-1860

5 鍋島 幼保連携型 鍋島幼稚園　おひさまハウス 鍋島町大字森田618番地1 31-9575

6 鍋島 幼保連携型 にじのはねこども園 鍋島町大字蛎久646番地3 30-0545

7 若楠 幼保連携型 たかぎこども園 若宮三丁目125番2号 30-4188

8 若楠 保育所型 （西九州大学附属）三光保育園 若宮一丁目13番17号 31-6877

9 若楠 幼稚園型 （西九州大学附属）三光幼稚園 若宮一丁目13番3号 31-0753

10 神野 幼保連携型 神野こども園 駅前中央三丁目9番12号 30-5832

11 兵庫 幼保連携型 エミールこども園 兵庫町大字渕892番地 23-4702

12 開成 幼稚園型 新栄幼稚園・栄保育園 八戸溝二丁目9番4号 30-9452

13 新栄 幼稚園型 中折幼稚園・和保育園 天祐一丁目15番6号 24-7031

14 嘉瀬 幼稚園型 佐賀西部幼稚園・保育園 嘉瀬町大字荻野3076番地3 26-1661

15 循誘 幼稚園型 藤影幼稚園ふじかげこども園 高木町11番12号 23-2336

16 日新 幼保連携型 日新こども園 長瀬町2番18号 26-9429

17 日新 幼稚園型 白鳩幼稚園・白鳩保育園 長瀬町10番13号 23-6488

18 思斉 幼保連携型 認定こども園くぼた 久保田町大字徳万2197番地 68-2032

19 赤松 幼保連携型 おへそこども園 水ヶ江一丁目6番32号 37-0033

20 本庄 幼保連携型 （佐賀女子短期大学付属）ふたばこども園 本庄町大字本庄1253番地1 24-7682

21 赤松 幼保連携型 （九州龍谷短期大学付属）龍谷こども園 水ヶ江三丁目5番20号 29-8411

22 北川副 幼保連携型 愛の泉こどもの園 水ヶ江六丁目12番1号 26-0435

23 嘉瀬 幼保連携型 日新こども園（好生館分園）きらら 嘉瀬町大字中原60番地1 22-0303

24 嘉瀬 幼保連携型 嘉瀬こどもの森 嘉瀬町大字十五57番地1 26-2043

25 諸富北 幼稚園型 諸富北幼稚園 諸富町大字徳富1646番地 47-2238

26 西与賀 幼保連携型 城西こども園 西与賀町大字厘外1421番地3 24-2881

27 諸富南 幼稚園型 諸富南幼稚園 諸富町大字為重652番地1 47-2444

28 西川副 幼保連携型 認定こども園さくら 川副町大字西古賀320番地1 45-1728
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認定こども園
29 中川副 幼保連携型 博愛の里こども園 川副町大字早津江津560番地1 45-1802

30 西川副 幼保連携型 鳳鳴乃里幼稚舎 川副町大字西古賀897番地5 45-0071

31 南川副 幼稚園型 小鹿幼稚園・むつみの園保育所 川副町大字鹿江668番地1 45-0739

地域型保育施設
1 春日北 家庭的保育 ひよっこルーム 大和町大字久池井872番地3 62-1904

2 川上 小規模保育Ａ 小規模保育園　みんなの和 大和町川上169番地1 72-7707

3 春日 事業所内保育 イオンゆめみらい保育園佐賀大和 大和町大字尼寺3535（ｲｵﾝﾓｰﾙ内） 64-8000

4 春日 事業所内保育 キッズルーム　えんじぇるず 大和町大字尼寺3239番地1 62-6600

5 春日 事業所内保育 ヤクルト保育園　ミルミルテラス 大和町大字尼寺2867番地2 37-1119

6 高木瀬 小規模保育Ａ はとぽっぽう 高木瀬西五丁目10番27号 30-4803

7 鍋島 小規模保育Ａ 若竹保育園 鍋島二丁目4番17号 65-2868

8 高木瀬 小規模保育Ａ めでる小規模保育園 高木瀬西二丁目15番2号 37-3588

9 鍋島 小規模保育Ａ ニチイキッズ卸本町保育園 卸本町5番28号 36-8815

10 兵庫 小規模保育Ａ さがのゆめ保育園 兵庫北四丁目4番27号 31-1678

11 兵庫 小規模保育Ａ ニチイキッズ夢咲保育園 兵庫北二丁目15番26号 36-7801

12 開成 小規模保育Ａ すまいりぃ保育園 開成四丁目5番3号 97-8240

13 神野 小規模保育Ｂ ふじ保育園 新中町11番39号 31-1632

14 神野 小規模保育Ａ そらいろ保育園 駅前中央二丁目5番10号 30-6124

15 神野 小規模保育Ａ まなみ保育園 駅前中央三丁目8－16 37-3660

16 兵庫 小規模保育Ａ 兵庫託児所 兵庫南二丁目5番5号 23-4356

17 兵庫 小規模保育Ａ さがのゆめ第２保育園 兵庫南二丁目15番32号 24-2155

18 兵庫 小規模保育Ａ 兵庫託児所　きらめき園 兵庫南二丁目1番23号 20-3151

19 神野 小規模保育Ｂ 佐賀駅南小規模保育園 駅前中央一丁目1番18号アクロス103 97-8436

20 循誘 小規模保育Ｂ まちの子ども保育園 大財六丁目4番66号 22-3744

21 循誘 小規模保育Ａ 小規模保育園　そらいろのたね 唐人二町目5番7号 27-2828

22 循誘 小規模保育Ａ 七賢人の里　おへそ保育園 白山二丁目７番１号　エスプラッツ２Ｆ 27-6566

23 勧興 小規模保育Ａ 小規模保育園　なないろ 多布施一丁目3番20号 41-7606

24 勧興 小規模保育Ａ さがのゆめ八幡保育園 八幡小路3番13号 29-8855

25 北川副 事業所内保育 ゆめっこ保育園 北川副町大字新郷647番地1 20-2001

幼稚園
1 春日北 私学助成 ロザリオ幼稚園 大和町大字久池井1520番地2 62-1296

2 久保泉 施設型給付 和泉幼稚園 久保泉町大字上和泉1268番地3 98-0031

3 兵庫 施設型給付 宝正幼稚園 兵庫町大字若宮2430番地 98-3148

4 高木瀬 施設型給付 高木瀬幼稚園 高木瀬東三丁目19番9号 30-3520

5 兵庫 施設型給付 光生幼稚園 兵庫町大字瓦町383番地 24-2015

6 神野 私学助成 真生幼稚園 神園二丁目5番10号 30-7746

7 日新 施設型給付 高岸幼稚園 多布施三丁目14番19号 24-0643

8 巨勢 施設型給付 錦華幼稚園 巨勢町大字牛島97番地2 22-6708

9 勧興 施設型給付 佐賀カトリック幼稚園 中央本町1番17号 23-3491

10 赤松 国立大学法人 佐賀大学教育学部附属幼稚園 水ヶ江一丁目4番45号　 24-2745

11 赤松 私学助成 若楠幼稚園 城内一丁目2番2号 29-0959

12 日新 施設型給付 精幼稚園 与賀町64番地 23-2543

13 芙蓉 施設型給付 翠幼稚園 蓮池町大字小松467番地 97-0123

14 本庄 施設型給付 本庄幼稚園 本庄町本庄大字本庄151番地1 23-8786

15 西与賀 施設型給付 信光幼稚園 西与賀町大字高太郎125番地6 29-3075

16 東与賀 私学助成 東与賀幼稚園 東与賀町大字飯盛503番地 45-0436

認可外保育施設
1 春日北 認可外 angel room 大和町大字久池井1520番地2 62-1296

2 久保泉 認可外(企) 保育所ぴっころ 久保泉町大字川久保2225番地1 37-0688

3 春日 認可外(企) すこやか保育園 大和町大字尼寺3053番地62 97-8839

4 鍋島 認可外(企) ニチイキッズ佐賀医大通り保育園 鍋島三丁目５番１５号コスモ壱番館１階 34-5975

5 高木瀬 認可外 保育園ベストフレンズ 高木瀬西二丁目9番20号 31-2514

6 神野 認可外 託児所KOKORO 神園三丁目１７番50号 65-3001

7 神野 認可外(企) ココロ保育園 神園三丁目１７番46号 65-3001

8 神野 認可外 そらいろ保育園 駅前中央二丁目5番10号 30-6124

9 神野 認可外 青い鳥保育園 神野東三丁目8番28号 31-0015

10 神野 認可外(企) しゅしゅの森保育園 多布施四丁目10番45号 65-3884

11 兵庫 認可外 キッズハウスこうせい 兵庫町大字瓦町383番地 24-2015

12 日新 認可外(企) ビジョンキッズ保育園 与賀町3番地14号 41-4061

13 北川副 認可外(企) あさぎり保育園 新郷本町23番21号（新郷ビレッジ内） 37-1521

14 赤松 認可外(企) おへそつながり 水ケ江一丁目6番17号 37-0033

15 日新 認可外 しらげっこハウス 与賀町64番地 23-2543

16 思斉 認可外(企) 平成会かもめ保育園 久保田町大字久富３４５９番地２ 68-2136

17 東与賀 認可外 プチチャイルド 東与賀町大字飯盛503番地6 45-8666

※見学等は園に直接お問い合わせください。

※記載内容は変更になる場合があります。最新の情報については、保育幼稚園課または各保育施設へお問い合わせください。

※各種別の詳細はＰ５・６参照


