
1 熊本市 小規模A あーす保育園　保田窪 あーす 096-285-7216 096-285-7016 862-0926 熊本市中央区保田窪１－９－４８　保田窪１丁目事務所１０１号室 19 法人 株式会社 アピカル

2 熊本市 小規模A あーす保育園力合西
あーす
りきごうにし

096-342-6131 096-342-6153 861-4137 熊本市南区野口３－１９－４６ 19 法人 株式会社 アピカル

3 熊本市 小規模A 秋津めばえ保育園 あきつめばえ 096-284-1816 096-284-1886 861-2106 熊本市東区東野４－１１－１１ 19 法人 株式会社 めばえ

4 熊本市 小規模A あすなろ あすなろ 096-360-1000 096-360-1001 861-8043 熊本市東区戸島西５－５－１８ 19 法人 社会福祉法人 社会福祉法人　山清福祉会

5 熊本市 小規模A 麻生田げんきの森保育園 あそうだ 096-348-7711 096-348-7712 861-8081 熊本市北区麻生田1丁目２－２ 19 法人 社会福祉法人 グリーンコープ

6 熊本市 小規模A いなほこどもの家 いなほこども 096-285-1887 096-282-8713 861-8034 熊本市東区八反田2丁目17-24 11 個人 個人 北崎　恵理

7 熊本市 小規模A ニチイキッズうえき保育園 うえき 096-275-5061 096-275-5062 861-0133 熊本市北区植木町滴水４４４植木まるみビル１階 19 法人 株式会社 ニチイ学館

8 熊本市 小規模A おやまひよこ保育園1号館 おやまひよこ 096-234-7715 096-285-1478 861-8045 熊本市東区小山2丁目４０４－１ 19 法人 株式会社 こころ株式会社

9 熊本市 小規模A おやまひよこ保育園２号館 おやまひよこ 096-234-7715 096-285-1478 861-8045 熊本市東区小山２丁目４０４－１ 19 法人 株式会社 こころ株式会社

10 熊本市 小規模A おやまひよこ保育園３号館 おやまひよこ 096-234-7715 096-285-1478 861-8045 熊本市東区小山２丁目４０４－１ 19 法人 株式会社 こころ株式会社

11 熊本市 小規模A かみのごう保育園プチ かみのごう 096-351-5688 096-351-5688 861-4104 熊本市南区近見２－２－１ 19 法人 社会福祉法人 上之郷福祉会

12 熊本市 小規模A からしま保育舎　ぴーかーぷー
からしま
ぴーかーぶー

096-322-7011 096-322-7011 860-0804 熊本市中央区辛島町６－２　ペアレントビル２F 19 法人 株式会社 コドモノイルクラシ

13 熊本市 小規模A 長嶺かるがも保育園 かるがも 096-384-2424 096-384-2424 861-8037 熊本市東区長嶺西１－６－８８　ザ・クレイン１０６ 18 個人 個人 迫　宏一

14 熊本市 小規模A 保育所　きっず・ひろば きっずひろば 096-366-0818 096-366-0818 860-0811 熊本市中央区本荘６－４－１ 16 法人 株式会社 きっず・スペース

15 熊本市 小規模A きらきら保育園 きらきら 096-234-7888 096-234-7888 861-8038 熊本市東区長嶺東６－８－３４ 12 法人 株式会社 ハロー

16 熊本市 小規模A ぐるんぱ保育園 ぐるんぱ 096-288-6937 096-288-6908 862-0909 熊本市東区湖東２－６－１４ 19 個人 個人 藤本　勝代

17 熊本市 小規模A みんなの保育園くれよん くれよん 096-285-6490 096-285-6492 861-8037 熊本市東区長嶺西１－５－１ 19 法人 株式会社 コンピュータヒューマネット

18 熊本市 小規模A 広福乳児園 こうふく 096-380-2024 096-380-2086 861-8038 熊本市東区長嶺東5-23-1 19 法人 社会福祉法人 広福福祉会

19 熊本市 小規模A おーさぁ保育園Coどぉーも こどぉーも 096-214-0307 096-214-0005 862-0904 熊本市東区栄町２－１５ 19 法人 NPO法人 おーさぁ

20 熊本市 小規模A ことな保育園 ことな 096-357-0565 096-357-0587 861-4151 熊本市南区富合町清藤３８３－１ 19 法人 株式会社 ｓｍｉｌｅ

21 熊本市 小規模A ことりの家保育園 ことりのいえ 096-234-6992 096-234-6993 861-8035 熊本市東区御領２－１４-４６ 19 法人 社会福祉法人 芳野福祉会

22 熊本市 小規模A やまなみこども園　ころぽっくる ころぽっくる 096-234-6719 096-234-8485 861-2104 熊本市東区秋津２－６－４１ 19 法人 NPO法人 ひかるつめくさ

23 熊本市 小規模A 桜木めばえ保育園 さくらぎめばえ 096-214-1225 096-214-1235 861-2101 熊本市東区桜木５丁目９-１１１ 19 法人 株式会社 めばえ

24 熊本市 小規模A 保育園さくらチャイルド さくらちゃいるど 096-338-1772 096-227-8870 861-8001 熊本市北区武蔵ヶ丘５－２９－１ 15 法人 株式会社 ミヤムラ

25 熊本市 小規模A 白坪・ひまわり保育園
しらつぼ
ひまわり

096-240-6938 096-240-6938 860-0053 熊本市西区田崎１－５－１１５ 19 法人 株式会社 ゴーイング

26 熊本市 小規模A だい２あすなろ だいにあすなろ 096-360-3000 096-360-3004 861-8043 熊本市東区東区戸島西５－５－２７ 19 法人 社会福祉法人 山清福祉会

27 熊本市 小規模A 第２さくら園 だいにさくら 096-368-4757 096-360-3004 861-8043 熊本市東区戸島西６－２－７２ 19 法人 学校法人 井島学園

28 熊本市 小規模A 第二平成さくら保育園
だいにへいせいさ
くら

096-285-3255 096-385-5152 860-0834 熊本市南区江越1丁目2-10 19 法人 株式会社 さくら保育サービス

29 熊本市 小規模A 太陽の子保育園 たいようのこ 096-285-9525 096-285-9526 861-8081 熊本市北区麻生田4丁目2-60 19 法人 社会福祉法人 龍田福祉会

30 熊本市 小規模A 立町・におうさん通り保育園
たてまち
におうさんどおり

096-288-3767 096-288-3768 860-0863 熊本市中央区坪井４－１－１ 18 法人 NPO法人 サンシャインフォーラム熊本

31 熊本市 小規模A 小さな森の保育園 ちいさなもり 096-245-1495 096-245-1495 861-5515 熊本市北区四方寄町６５０－４ 19 法人 株式会社 森のコロレ

32 熊本市 小規模A つっぴー つっぴー 096-380-6635 096-380-8649 861-8039 熊本市東区長嶺南７丁目７－２０ 19 法人 社会福祉法人 託麻南福祉会

33 熊本市 小規模A つばさ保育園 つばさ 096-366-0008 096-366-0055 862-0971 熊本市中央区大江１－１１－１０ 19 法人 株式会社 望星

34 熊本市 小規模A つばさ東保育園 つばさひがし 096-372-0008 096-371-0025 861-8028 熊本市東区新南部5丁目４－３８ 19 法人 株式会社 望星

35 熊本市 小規模A チャイルドアカデミーつぼみ つぼみ 096-277-1325 096-277-1341 860-0078 熊本市中央区京町２丁目８－６ 19 法人 学校法人 中九州学園
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36 熊本市 小規模A とことこ保育園 とことこ 096-288-3782 096-288-3785 861-4101 熊本市南区近見６－１９－１１ 19 法人 株式会社 smile

37 熊本市 小規模A ドレミ保育園 どれみ 096-369-5598 096-369-5598 861-2104 熊本市東区秋津３丁目１４－４８ 19 個人 個人 坂田　紀子

38 熊本市 小規模A とろく保育園 とろく 096-273-6474 096-273-6475 862-0970 熊本市中央区渡鹿５－７－６ 18 法人 社会福祉法人 共生会

39 熊本市 小規模A とろく保育舎　ぴーかーぷー
とろく
ぴーかーぶー

096-245-6331 096-322-7011 862-0970 熊本市中央区渡鹿７－８－５３ 18 法人 株式会社 コドモノイルクラシ

40 熊本市 小規模A ながみね乳児保育園 ながみねにゅうじ096-285-4115 096-285-8877 861-8038 熊本市東区長嶺東5丁目１－１ 19 法人 学校法人 開新学園

41 熊本市 小規模A にじいろ保育園 にじいろ 096-342-6016 096-342-6345 861-4101 熊本市南区近見２－１６－６ 19 法人 一般社団法人 (社)城山のめぐみ

42 熊本市 小規模A ニチイキッズおのうえ保育園
にちいきっず
おのうえ

096-213-2161 096-213-2162 862-0913 熊本市東区尾ノ上３－６－２－１０２ 19 法人 株式会社 ニチイ学館

43 熊本市 小規模A ニチイキッズ熊本すぎかみ保育園 にちいすぎかみ 096-426-2866 0964-26-2867 861-4211 熊本市南区城南町今吉野６１８ 19 法人 株式会社 ニチイ学館

44 熊本市 小規模A ハッピー保育園 はっぴー 096-379-4111 096-288-9245 862-0962 熊本市南区田迎え６－１１－１ 19 個人 個人 下田　瞳

45 熊本市 小規模A みんなの保育園ぱれっと ぱれっと 096-285-6490 096-285-6492 861-8037 熊本市東区長嶺西1丁目５－１　シュロアモール長嶺８棟１F 19 法人 株式会社 コンピュータヒューマネット

46 熊本市 小規模A ぱんだ保育園 ぱんだ 096-331-6777 096-386-3311 862-0911 熊本市東区健軍3丁目50-20 19 法人 社会福祉法人 城北会

47 熊本市 小規模A ブルービーの森 ぶるーびー 096-379-2560 862-0962 熊本市南区田迎６丁目６－４０ 19 法人 社会福祉法人 三澄会

48 熊本市 小規模A 古町げんきの森保育園
ふるまち
げんきのもり

096-288-5323 096-288-5326 860-0051 熊本市西区二本木２－７－２０ 18 法人 社会福祉法人 グリーンコープ

49 熊本市 小規模A 小規模保育所　ふわにっこ ふわにっこ 096-365-8025 096-365-8075 861-2108 熊本市東区昭和町６－９ 19 法人 社会福祉法人 秋桜会

50 熊本市 小規模A 平成さくら保育園 へいせいさくら 096-326-5172 096-326-5173 860-0834 熊本市南区江越１－１７－１２　フローラル江越１０３ 19 法人 株式会社 さくら保育サービス

51 熊本市 小規模A みいな保育園 みいな 096-273-8853 096-273-8853 860-0834 熊本市南区江越1丁目8-20 12 法人 株式会社 smile

52 熊本市 小規模A けやき通り　みそら保育園 みそら 096-285-1095 096-285-1096 862-0963 熊本市南区出仲間１－３－１ 19 法人 株式会社 リンクスネット

53 熊本市 小規模A みらい保育園 みらい 096-428-2966 0964-27-5388 861-4204 熊本市南区城南町下宮地４２９－１ 19 法人 株式会社 みらい

54 熊本市 小規模A みらいとしま保育園 みらいとしま 096-285-5557 096-285-5686 861-8042 熊本市東区戸島本町８－８ 19 法人 株式会社 みらい

55 熊本市 小規模A ムジカ保育園 むじか 096-200-6944 096-200-6944 860-0811 熊本市中央区本荘６－７－１８ 19 法人 合同会社 久野　武

56 熊本市 小規模A メイプル保育園 めいぷる 096-247-6113 0969-42-5501 861-4109 熊本市南区日吉2丁目１４２３－４ 19 法人 社会福祉法人 誠求社

57 熊本市 小規模A 夢ママ保育園 ゆめまま 096-368-3900 096-200-5178 862-0913 熊本市東区尾ノ上４－２０－１－２ 16 個人 個人 福田　由美子

58 熊本市 小規模A 世安・ひまわり保育園 よやすひまわり 096-247-6858 096-223-7786 862-0823 熊本市中央区世安町361-2 19 法人 株式会社 ゴーイング

59 熊本市 小規模A 力合・ひまわり保育園 りきごうひまわり 096-223-7786 096-223-7786 861-4131 熊本市南区薄場町２９ 19 法人 株式会社 ゴーイング

60 熊本市 小規模A わらべっ子保育園 わらべっこ 096-382-8100 096-384-0025 861-8028 熊本市東区新南部3丁目7-76-2 19 法人 社会福祉法人 敬人会

61 熊本市 事業所内（保育所型） えがお保育園 えがお 096-241-0000 096-241-9022 862-0901 熊本市東区東町４－１０－１ 40 法人 株式会社 えがお

62 熊本市 事業所内（保育所型） 鶴屋保育園スマイリア すまいりあ 096-327-3668 096-327-3692 860-8586 熊本市中央区手取本町６－１ 40 法人 株式会社  鶴屋百貨店

63 熊本市 事業所内（保育所型） 成仁としま保育園 せいじんとしま 096-380-7014 096-380-7020 861-8041 熊本市東区戸島２－３－１５ 35 法人 医療法人 成仁会

64 熊本市 事業所内（保育所型） なないろの森の保育園 なないろのもり 096-277-1445 096-277-1445 860-0086 熊本市北区山室６－９－１ 25 法人 医療法人 寿量会

65 熊本市 事業所内（小規模型） えづこスマイルキッズ えづこ 096-237-6534 096-243-0120 862-0947 熊本市東区画図町重富５６８－２ 12 法人 社会福祉法人 (福)志友会

66 熊本市 事業所内（小規模型） 陽だまり保育園　光の森園
ひだまり
ひかりのもり

096-215-2711 096-215-2767 861-8001 熊本市北区武蔵ヶ丘７－２－６ 19 法人 株式会社 dream factroy

67 熊本市 事業所内（小規模型） 保育室ちょうちょ　くるみの森 ちょうちょ 096-361-1123 096-361-1125 862-0970 熊本市東区渡鹿８－１－７０ 19 法人 株式会社 アースウェル

68 熊本市 事業所内（小規模型） 陽だまり保育園　武蔵ヶ丘園 ひだまり 096-215-2755 096-215-2733 861-8001 熊本市北区武蔵ヶ丘１－８－１５　エクセルハイム１－Ｂ 19 法人 株式会社 dream factory

69 熊本市 事業所内A 西方ハロー保育園 にしかたはろー 096-288-9686 096-288-9686 862-0902 熊本市東区東本町１５－１ 19 法人 個人 防衛省共済組合熊本支部

70 熊本市 家庭的保育 わくわく家庭保育室　唐人町 とうじんまち 096-368-6423 096-368-6425 860-0021 熊本市中央区上鍛冶屋町８－２（湖東カレッジ唐人校内） 5 法人 学校法人 湖東学園

H31.4.1時点 地域型
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71 熊本市 家庭的保育 わくわく家庭保育室　八反田 はったんだ 096-368-6423 096-368-6425 861-8034 熊本市東区八反田２－１－７５ 5 法人 学校法人 湖東学園

72 熊本市 家庭的保育 家庭的保育室　はぐくみ　こころ はぐくみこころ 096-384-8181 096-237-7760 862-0924 熊本市中央区帯山４－２４－２３ 5 法人 株式会社 はぐくみ

73 熊本市 家庭的保育 家庭的保育室　はぐくみ　めばえ はぐくみめばえ 096-387-0955 096-237-7760 862-0924 熊本市中央区帯山４－２７－１４ 5 法人 株式会社 はぐくみ

74 八代市 小規模A ありんこ園 ありんこえん 0965-30-0701 0965-30-0702 866-0802 八代市妙見町２３７７－３ 12 法人 NPO法人 認定ＮＰＯ法人とら太の会

75 八代市 小規模A リス託児所 りすたくじしょ 0965-37-0303 0965-37-2810 866-0005 八代市郡築八番町４５-４ 18 個人 個人 田邊　洋之

76 八代市 事業所内（小規模型） プチとまと ぷちとまと 0965-37-0317 0965-37-1785 866-0024 八代市郡築一番町１７９ 8 法人 個人 医療法人カジオ会

77 玉名市 小規模A あゆみ保育園 あゆみ 0968‐82‐8158 0968‐82‐8158 865-0064 玉名市中１９２３－３ 12 法人 社会福祉法人 社会福祉法人浩風会

79 天草市 小規模A 天草あゆみ保育園 あまくさあゆみ 0969-66-9140 0969-66-9141 863-0001 天草市本渡町広瀬457-3 19 法人 NPO法人 ＮＰＯ法人天草あゆみ保育園

80 山鹿市 小規模A 山鹿プラザ内保育園 やまがぷらざ 0968-43-3050 0968-41-9988 861-0501 山鹿市山鹿１番地 9 法人 株式会社 なごみ福祉会

81 山鹿市 家庭的保育 家庭的保育室　ひよっ子 ひよっこ 0968-28-9071 0968-28-9071 861-0531 山鹿市中７１１－１ 5 法人 NPO法人 NPO法人スマイルのたね山鹿

82 宇土市 小規模A 小規模保育事業Ａ型保育園とことこ とことこ 0964-31-0404 0964-31-0405 869-0432 宇土市旭町１５１－４ 12 法人 NPO法人 NPO法人　Ｌａｅｔａ

83 宇土市 小規模A 宇土っこ保育園 うとっこ 0964-22-0033 0964-27-9035 869-0444 宇土市新町１丁目1番地２階 19 法人 社会福祉法人 社会福祉法人　温心会

78 宇城市 家庭的保育 家庭保育室のびのび のびのび 0964-33-2104 0964-33-2104 869-0551 宇城市不知火町御領８８－５２ 5 個人 個人 川崎　酵二

84 合志市 小規模A はっぴぃの園 はっぴぃ 096-344-5766 096-344-5766 861-1102 合志市須屋２９７-１５ 12 法人 NPO法人 ＮＰＯ法人はっぴぃの園

85 合志市 小規模B ひかり園 ひかり 096-248-8652 096-248-8652 861-1112 合志市幾久富１９０９番地１４５６－２ 12 法人 NPO法人 NPO法人ひかり園

86 合志市 小規模B ぽっぽ保育室須屋 ぽっぽ 096-345-5443 096-345-5443 861-1102 合志市須屋１１２１番地１ 19 法人 NPO法人 ＮＰＯ法人ぽっぽの部屋

87 合志市 小規模B さくらんぼ保育室 さくらんぼ 096-335-7200
(さくらんぼ保育園）

096-327-9437 861-1102 合志市須屋１６２７番地３０ 10 法人 社会福祉法人 合志福祉会

88 合志市 家庭的保育 たんぽぽ たんぽぽ 096-248-6555 096-248-6555 861-1113 合志市栄２１２７－９５ 5 法人 NPO法人 ＮＰＯ法人　ハッピーネットきくち

89 大津町 小規模A おひさま保育園 おひさま 096-293-9711 096-293-9711 869-1233 菊池郡大津町大津１９８４－１２ 10 個人 個人 元島　美佐子

90 大津町 小規模A ぴちゅ保育園 ぴちゅ 090-9598-5611 096-285-8439 869-1231 菊池郡大津町平川１２５７－１３ 12 法人 株式会社 株式会社　りあんじゅ

91 大津町 小規模A みんなのおうち保育園 みんなのおうち 096-321-7002 096-321-7002 869-1221 菊池郡大津町陣内１８３３－５ 10 法人 NPO法人 NPO法人こどもサポートみんなのおうち

92 大津町 小規模B ちゅうりっぷ保育園 ちゅうりっぷ 096-293-7542 096-288-9970 869-1235 菊池郡大津町室７６３－５ 7 個人 個人 加藤　里美

93 菊陽町 小規模A べる保育園 べる 096-245-6549 096-245-6559 869-1112 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北２丁目９－２１ 19 個人 学校法人 愛和学苑

94 菊陽町 小規模A こども園てんとうむし てんとうむし 096-232-0909 096-200-2322 869-1101 菊池郡菊陽町津久礼２４０９番地１ 19 法人 学校法人 高森学園

95 菊陽町 小規模A あゆむ保育園 あゆむ 096-233-0785 096-276-7733 869-1101 菊池郡菊陽町津久礼２３８６番地１ 19 法人 個人 甲斐　純代

96 菊陽町 事業所内保育（保育所型） くまりはキッズガーデン くまりは 096-233-2720 096-233-2720 869-1106 菊池郡菊陽町曲手７６０番地 7 個人 個人 社団熊本丸田会

97 菊陽町 事業所内保育（保育所型） 菊陽ぽっぽ保育園 ぽっぽ
096-232-3174
（内線657）

096-232-3297 869-1102 菊池郡菊陽町原水５５８７番地 7 法人 個人 社会医療法人芳和会

98 菊陽町 家庭的保育 家庭的保育室シェ・ヌヌ しぇぬぬ 080-8744-7685 096-237-7892 869-1101 菊池郡菊陽町津久礼２３４０番地６ 5 法人 個人 森永　三奈

99 菊陽町 家庭的保育 家庭的保育あんよ保育室 あんよ 080-2770-6964 096-232-7467 869-1101 菊池郡菊陽町津久礼２３９５番地２ 5 法人 個人 窪田　絹代

100 嘉島町 小規模A ニチイキッズ　かしま西保育園 にちいかしま 096-235-7551 096-235-7552 861-3106 上益城郡嘉島町大字上島1938番地11 19 法人 株式会社 ニチイ学館

101 益城町 家庭的保育 ひまわり園 ひまわり 096-234-7465 096-234-7465 861-2236 上益城郡益城町広崎４９５－１ 5 法人 社会福祉法人 社会福祉法人　茉音の花

102 益城町 小規模A なのはな保育園 なのはな 096-285-1285 096-285-1285 861-2235 上益城郡益城町福富６６５－１１ 19 法人 株式会社 株式会社華笑

103 益城町 小規模A 広崎第２保育園 ひろさきだいに 096-288-6204 096-288-6205 861-2236 上益城郡益城町広崎９７８－６ 18 法人 社会福祉法人 社会福祉法人ゆたか福祉会

104 益城町 小規模B すくすく保育園益城 ましき 096-201-1586 096-201-1586 861-2233 上益城郡益城町惣領８５６－１ 12 法人 NPO法人 NPO法人はっぴぃの園

105 益城町 小規模B すくすく保育園辻の城 つじのしろ 096-289-6245 096-289-6245 861-2243 上益城郡益城町辻の城３０５ 12 法人 NPO法人 NPO法人はっぴぃの園

H31.4.1時点 地域型
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106 益城町 小規模A 第二空港保育園 だいにくうこう 096-289-2222 096-289-3333 861-2231 上益城郡益城町安永１２１３－８ 19 法人 社会福祉法人 純心会

107 氷川町 小規模A ひかわ保育園 ひかわ 0965-62-3211 0965-62-1125 869-4805 八代郡氷川町野津4122-5 19 法人 学校法人 学校法人　勝専坊学園

108 球磨村 小規模A 神瀬保育園 こうのせ 0966-34-0633 0966-34-0047 869-6204 球磨郡球磨村神瀬甲１１３８－１ 9 法人 社会福祉法人 神照福祉会

H31.4.1時点 地域型


