
Ｎｏ 施設名 施設所在地 設置主体名 電話番号 確認年月日

1 プチ保育園 ⻑崎市丸⼭町8番9号 のざわビル２Ｆ 株式会社 エスプローズ 095-827-5450 R1.9.26

2 Skye International(ｽｶｲ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ) ⻑崎市滑⽯5丁目1番22号 有限会社 ＩＯＮＡ 095-894-7111

3 たけのこ保育園 ⻑崎市岡町4番1号 任意団体 すくすく 095-846-5537

4 フルフル保育サポート（一時預かり） ⻑崎市昭和1丁目10-27昭和第⼀コーポ2F 大野 由紀子 090-1923-4245

5 レモングラス保育園 ⻑崎市かき道2丁目34-14 木下 菜穂子 095-801-4140 R4.9.1

6 マリンキッズ ⻑崎市新地町6番39号 地⽅独⽴⾏政法⼈ ⻑崎市⽴病院機構 095-893-5455

7 ⻑崎⼤学病院 あじさい保育園 ⻑崎市坂本1丁目8番22号 国⽴大学法⼈ ⻑崎大学 095-819-7527

8 キッズクロス保育所 ⻑崎市茂⾥町3-16 日本⾚⼗字社 ⻑崎原爆病院 095-843-9371

9 医療法人 厚生会 道ノ尾病院 院内保育所 ⻑崎市虹が丘町1-1 医療法⼈ 厚生会 道ノ尾病院 095-856-1111

10 ⻑崎記念病院保育所 ⻑崎市深堀町1丁目11-54 社会医療法⼈ ⻑崎記念病院 095-871-1515

11 医療法人 慈恵会 小江原中央病院 みどり園 ⻑崎市⼩江原2丁目1-20 医療法⼈ 慈恵会 ⼩江原中央病院 095-846-1010

12 やまびこ保育園 ⻑崎市鳴⾒台2丁目45-20 医療法⼈ 恵会 光風台病院 095-850-0001

13 医療法人 共生会 ⻑崎友愛病院 託児所 ⻑崎市蚊焼町2318-6 医療法⼈ 共生会 095-892-8722

14 済生会病院託児所 ⻑崎市⽚淵2丁目6-13 社会福祉法⼈ 恩賜財団 済生会⽀部 済生会⻑崎病院 095-826-9236

15 ⻑崎ヤクルト 昭和町通りｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ託児室 ⻑崎市千歳町16-8 095-848-8190

16 ⻑崎ヤクルト 深堀ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ託児室 ⻑崎市末⽯町156-4 095-833-5125

17 ⻑崎ヤクルト 滑⽯ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ託児室 ⻑崎市滑⽯5丁目9-1 095-857-5901

18 ⻑崎ヤクルト 東⻑崎ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ託児室 ⻑崎市⽥中町368-1 095-837-8658

19 ⻑崎ヤクルト 南部ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ託児室 ⻑崎市上⼾町4丁目13-20 095-857-8187

20 Kids Club“みずべの森” ⻑崎市常盤町1-1 メットライフ生命保険株式会社 095-829-4545

認可外保育施設 令和5年3月1日時点

R1.9.25

R1.9.25

⻑崎ヤクルト株式会社



Ｎｏ 施設名 施設所在地 設置主体名 電話番号 確認年月日

21 三菱重工キラキッズ保育園 ⻑崎市飽の浦町8-7 三菱重工業株式会社 095-861-6601

22 社会福祉法人 春幸会 託児所さくらんぼ ⻑崎市さくらの⾥2丁目27-22 社会福祉法⼈ 春幸会 095-840-1777

23 シッターサービス・ナナ合同会社 ⻑崎市恵美須町2-10-4C シッターサービス・ナナ合同会社 090-7451-9095

24 yutte ⻑崎市滑⽯3丁目43-6 德永 瑞穂 070-4488-8823 R2.5.19

25 託児ルーム８（はち） ⻑崎市上⼾⽯町1964番地7 グランディアたちばなⅠ棟102 上⼾ 瑠唯 090-4585-9636 R3.9.1

26 キズナシッター ⻄ 有希 ⻑崎市三和町218-75 ⻄ 有希 080-1738-6064 R3.10.8

Ｎｏ 施設名 施設所在地 設置主体名 電話番号 確認年月日

1 桐ノ木保育園 ⻑崎市出雲1丁目4-1 社会福祉法⼈ ⻑崎市社会福祉事業協会 095-822-4982

2 小江原保育園 ⻑崎市⼩江原２丁目25番1号 社会福祉法⼈ ⼩江原保育園 095-847-9248

3 山王保育園 ⻑崎市坂本2丁目6番53号 社会福祉法⼈ ⼭王保育園 095-844-1792

4 さくら保育園 ⻑崎市三原１丁目4番16号 社会福祉法⼈ ゆうわ会 095-845-0616

5 もとお保育園 ⻑崎市江平2丁目2番1号 社会福祉法⼈ ゆうわ会 095-846-2632

6 みはら保育園 ⻑崎市三原2丁目13番27号 社会福祉法⼈ ゆうわ会 095-845-7301

7 にしやま保育園 ⻑崎市⻄⼭4丁目648番 社会福祉法⼈ ゆうわ会 095-827-5459

8 鶴見台保育園 ⻑崎市鶴⾒台1-15-12 社会福祉法⼈ 明星会 095-878-0392

9 日吉幼児園 ⻑崎市飯⾹浦町3149-1 社会福祉法⼈ 日吉幼児会 095-836-0333

10 唯念寺保育園 ⻑崎市磯道町568 社会福祉法⼈ 唯念寺保育園 095-878-8854

11 ダイヤランド保育園 ⻑崎市ダイヤランド1丁目38-16 社会福祉法⼈ 恵朋会 095-879-2408

R1.9.25

一時預かり事業 令和4年4月1日時点

R1.9.27

認可外保育施設 令和5年3月1日時点



Ｎｏ 施設名 施設所在地 設置主体名 電話番号 確認年月日

12 尾⼾保育園 ⻑崎市琴海尾⼾町1735-3 社会福祉法⼈ 琴北保育会 095-885-2642

13 形上保育園 ⻑崎市琴海形上町2099 社会福祉法⼈ 琴北保育会 095-885-2615

14 ほほえみ保育園 ⻑崎市⿂の町6-20-7 社会福祉法⼈ ⻑崎恵愛福祉会 095-811-0500

15 ＴＯＮＴＯＮ輝保育園 ⻑崎市平間町693-10 NPO法⼈ 輝-キミも大切な存在 095-839-1898

16 恵愛保育園 ⻑崎市下⻄⼭町2-79 社会福祉法⼈ ⻑崎恵愛福祉会 095-826-8888

17 あそびの杜保育園 ⻑崎市布巻町111-9 社会福祉法⼈ 三和福祉会 095-892-7070

18 幼保連携型認定こども園 かがやき ⻑崎市野⺟町1820-2 学校法⼈ 野⺟崎学園 095-893-0227

19 幼保連携型認定こども園 さくら幼稚園・さくらんぼ保育園 ⻑崎市新⼩が倉2丁目1-50 学校法⼈ 岩口学園 095-878-9875

20 幼保連携型認定こども園 とまちこども園 ⻑崎市⼾町3丁目15-1 学校法⼈ 五蘊会 095-878-4890

21 ⻑崎南山認定こども園 ⻑崎市⾳無町9-34 学校法⼈ ⻑崎南⼭第⼆学園 095-840-0420

22 幼保連携型樫山認定こども園 ⻑崎市樫⼭町1946 社会福祉法⼈ 双葉会 095-850-1415

23 幼保連携型認定こども園 かき道ピノキオこども園 ⻑崎市かき道3丁目2-9 社会福祉法⼈ 正道会 095-838-5514

24 幼保連携型認定こども園 福田こども園 ⻑崎市福⽥本町1694-2 社会福祉法⼈ 三和福祉会 095-865-1701

25 幼保連携型認定こども園 椿が丘こども園 ⻑崎市椿が丘町9-3 社会福祉法⼈ 三和福祉会 095-892-0171

26 認定こども園 友愛社会館幼稚園 ⻑崎市富⼠⾒町21-18 学校法⼈ ⻑崎キリスト教友愛学園 095-861-3171

27 幼保連携型認定こども園 愛宕ピノキオこども園 ⻑崎市愛宕4丁目19-11 社会福祉法⼈ 正道会 095-823-5074

28 住吉こども園 ⻑崎市花丘町6-15 社会福祉法⼈ 丹友会 095-844-3652

29 葉山こども園 ⻑崎市葉⼭１丁目24番1号 社会福祉法⼈ 丹友会 095-857-5515

30 ざぼんちゃん浜町認定こども園 ⻑崎市築町4-17 ざぼんちゃん株式会社 095-823-2204

31 あぜかりこども園 ⻑崎市畝刈町1005 社会福祉法⼈ まこと福祉会 095-850-2409

32 幼保連携型認定こども園 ⼤浦保育園 ⻑崎市東⼭町5-1 社会福祉法⼈ ⻑崎市社会福祉事業協会 095-823-5390

令和4年4月1日時点一時預かり事業

R1.9.27



Ｎｏ 施設名 施設所在地 設置主体名 電話番号 確認年月日

33 認定こども園 キンダーフィールド ⻑崎市坂本1丁目8-30 NPO法⼈ 悠遊会 095-843-6118

34 くるみ⻄幼稚園 ⻑崎市大浜町298 学校法⼈ 福⽥学園 095-865-1364

35 くるみ北幼稚園 ⻑崎市横尾4丁目1-30 学校法⼈ 福⽥学園 095-857-5923

36 聖マリア幼稚園 ⻑崎市若草町6番5号 学校法⼈ 聖マリア学院 095-844-2667

37 深堀純心幼稚園 ⻑崎市深堀町5丁目291番地 学校法⼈ 第⼆純心学園 095-871-3426

38 おおとり幼稚園 ⻑崎市深堀町1丁目293-5 学校法⼈ 高津学園 095-871-1775

Ｎｏ 施設名 施設所在地 設置主体名 電話番号 確認年月日

1 病児保育室 「あおむし」 ⻑崎市かき道3丁目2−9 社会福祉法⼈ 正道会 095-821-8867

2 中央橋こどもデイケア 「あひるっこルーム」 ⻑崎市江⼾町5−14 医療法⼈ ふくだこどもクリニック 095-821-8867

3 病児保育 「クローバー」 ⻑崎市滑⽯2丁目9−9 劉 美成 095-865-6559

4 病児保育 にこにこルーム ⻑崎市本原町1−23 医療法⼈ 中⼭⼩児科クリニック 095-843-5327

5 いなさこどもデイケア「ボン クラージュ」 ⻑崎市弁天町16-7 医療法⼈ 平野医院 095-861-1213

Ｎｏ 施設名 施設所在地 設置主体名 電話番号 確認年月日

1 ⻑崎市上町1番33号 社会福祉法⼈ ⻑崎市社会福祉協議会 095-829-6244

2 ⻑崎市諏訪町9番12号 ⼀般社団法⼈ ⻑崎市保育会 095-829-7714

一時預かり事業

R1.9.27

令和4年4月1日時点

ファミリー・サポート・センターながさき R1.9.25

病児・病後児保育事業 令和元年10月1日時点

R1.9.25

ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 令和元年10月1日時点


